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公益社団法人

神奈川県社会福祉士会

Kanagawa Association Certified Social Workers

新社会福祉センター紹介
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新センターの前景

入っています）
（1階にドラッグストアが

神奈川県社会福祉
センターの入り口
※新型コロナ
ウイルス感 染対策の
ため、検温や
アルコール消毒に
ご協力いただいて
います。

複数の路線の駅から
アクセスが便利な場所に
あります。

■

神奈川県社会福祉会館が閉鎖となり、それに伴い本会も8月1日に、神奈川県社会福祉協議会が設置運
営している、神奈川県社会福祉センター（横浜市神奈川区反町三丁目１７番２）へ移転しました。
神奈川県社会福祉センターは、東急東横線反町駅のすぐそばにあります。
神奈川県社会福祉センターには、設置者である神奈川県社会福祉協議会をはじめ、県域で活動している
様々な福祉関係団体も入居しています。

4階にあります。
本会の事務局は、
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以前の事務

事務局の入り口です。

2〜3名であれば対応できる
相談室も新設しました。

■

特集

社会福祉士が仕事×子

組織率向上委員会の活動報告

委員長 木村 有孝

社会福祉士が仕事に加え、職能団体である神奈川県社会福祉士会で自己研鑽や交流をしつつ、子
育てや介護を両立するためには、その環境づくりが重要であり、本特集ではそのヒントを紹介したい
と思う。

たまひよユースの開催報告
組織率向上委員会では、会員の満足度を高めるため、様々なイベントを開催しているが、そのひと
つが「たまひよユース」である。
この企画は、20代と30代が気楽に交流できる場が必要というニーズを実現するために2019年度
から開催しているが、今回は「子育てと仕事の両立」についての悩みを共有し、意見交換する場を設け
ようと企画した。
オリンピックが開催される中の7月25日（日）に17名の会員に加え、その先輩8名合計25名がオン
ラインで集った。
全員の自己紹介後、安信昌子さん（先輩の社会福祉士・保育士）から自らの子育て体験談を聞き、
その後、グループに分かれて自由に意見交換したところ、
「両親や夫・妻との協力・役割分担」
「時間の
確保や気分転換の工夫」等について様々なヒントを共有することができた。
10月12日（火）、川崎支部でもオンライン
情報交換会で「子育て・介護と仕事・活動の
両立」をテーマにワールドカフェ方式で意見
交換した。
今後も継続して開催し、子育てや介護を
しながら、社会福祉士が職場で専門性を発
揮しつつ、職能団体で自己研鑽を継続でき
る環境づくりについて意見を深めつつ、会
員同士が共感・協力し合える場づくりをして
いきたいと思う。

ICT活用のメリット
またオンライン開催だからこそ、神奈川県内全域にいる会員が自宅で子どもと一緒に参加できる。
その運営を担う役員がICT（Information and Communication Technology）を活用できるよ
う、委員会ではオンライン体験会に続き、研修会を予定している。ICTを活用すれば、会の運営に様々
な効果があることを共有し、
その質を高めて行きたいと思う。

■

子育て×介護を両立するためには
両親の介護をしながら仕事を続ける環境整備

川崎支部幹事 渋澤 和世

自己紹介／介護経験
NEC関連会社（現職）でフルタイム勤務の中、１０年以上に渡り遠距離・在宅介護を担った。２人の子
どもにめぐまれるも、同時期に両親が脳血管障害、認知症、骨折、肺炎で入退院をくり返す。長年にわた
り仕事、子育て、介護（遠距離介護４年・在宅介護８年）の「トリプルワーク」を経験した。仕事をしながら
の育児、介護にストレスが極限にまで達したこともある。あまりの大変さから、他人の身体状況や介護現
場を知りたいという動機から始まった川崎市の介護相談員の活動も現在は真面目に継続中である。

社会福祉士への挑戦
両親の介護をきっかけに社会福祉士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーなど福祉に直
接的・間接的に関係する資格を50歳超で取得した。自身の介護を通じて、空き家、相続問題や介護保
険制度の理論と現場の実情にも関心をもったことから挑戦が始まった。中でも社会福祉士は受験資
格も厳しく試験範囲も広いため、記憶力が低下した年齢での挑戦は不安も大きかった。しかし実際は
大学の通信課程には同年代も多く、勇気をもらいつつ、介護のため外出できない時間を有効活用し
1発合格する。高齢者、障害者、児童ほか活躍の場が多いことも社会福祉士という資格を取得すること
の魅力でもある。

介護の事前準備の必要性と出版と情報発信の必要性
親や自分の介護「その時」はいつか来るのに、事前に情報収集はできているか。介護が必要になる
前に自ら情報収集し、最低限の知識技術を取得すること、イメージしておくことはとても大切だ。ただ
書籍や情報サイトの「介護の常識」は、仕事や育児との両立をしている人にとっては、すべてこなすこ
となど到底できない理想論であることも多い。そこで「完璧な介護」から「自滅せず親も家族も幸せ
になる介護」へと発想の視点を変え、事前準備に必要な情報をまとめた市民にも分かりやすい書籍を
出版した。また、2021年度川崎支部全体会でもその必要性を共有するなど、世の中へ正しい知識を
情報発信することも社会福祉士としての役割の一つと感じている。

■

コロナ禍 臨時特集

第

4回

社 会 福 祉士とわたし
相模原支部

田 代 秀 之 さん

地域包括支援センターが設置される年から県士会に立ちあがった委員会にて、外部の助成金を申請し県
内の全センターを対象にした調査研究活動を行う経験をさせてもらいました。大学教授と約一年間、アンケ
―トの質問項目の作成から配布・集計・分析という過程を通じ、実践と研究の両面を行うことの大切さを学
びました。
子どもが通った小学校では、PTA活動に携わり、その後会長をお引き受けすることに。
「使命感ではなく楽
しく」をモットーに皆さんが参加したいと思える活動となるよう努めました。ご縁あって現在は長男の通う高
校の会長を務めています。コロナ禍の中で活動はままなりませんが、その中でも できることを と熱心に取
組んでいただいている委員の皆さんの姿に励まされもします。職場と離れたこのような場を通じた経験は、地
域という不特定多数の方を対象とする自分が携わる業務に活かされていると考えています。
昨年4月からは、現在の部署で成年後見制度の利用促進に向けた中核機関開設の業務と並行し、新型コ
ロナウィルスの感染拡大により減収した世帯に対する生活福祉資金特例貸付の業務にあたっています。全
国で申込件数は前年度の200倍、貸付額は1兆円を超えたと聞きます。貸付を申請する世帯の中には、母子
世帯や受給する年金が少ない高齢の単身世帯、外国籍の世帯など、元々経済力が弱い世帯が目立ちます。
圧倒的な数を前にして、ニーズを踏まえた検証を行い対処療法ではない中長期的な仕組みづくりやソーシャ
ルアクションを行うことこそが、専門職の務めと認識しています。社会福祉士会はそのような行動を起こせる
場、起こすことを務めとする場であると考えています。

現職

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 さがみはら成年後見・あんしんセンター所長代理
2001年4月〜2018年3月
社団法人神奈川県社会福祉士会

相模原支部 副支部長

2006年4月〜2009年3月
社団法人神奈川県社会福祉士会

地域包括支援センター支援委員会副委員長

社 会 活 動

2014年4月〜2015年3月

（仮称）相模原市子育て支援・子どもの権利条例検討委員会

委員

2012年5月〜2013年4月
相模原市ＰＴＡ連絡協議会

役員

2016年4月〜2018年3月
公益社団法人神奈川県社会福祉士会

組織率向上委員会委員長

2018年〜
公益社団法人神奈川県社会福祉士会相模原支部
2020年〜
神奈川県立相模原弥栄高等学校

■

PTA会長

幹事 ...................................（現在に至る）

〈2021
（令和3）年度 理事会 報告〉

※理事会は偶数月通常・奇数月臨時：
感染対策で会議形式はすべてオンライン会議

■臨時理事会（通し開催回数・第4回目）

2021年7月13日（火）19：30〜21：25

議長：隅河内会長

出席理事：15名

議事録署名：出席全理事・監事

監事：吉田・東海林

事務局：2名

審議事項〈議事全承認〉 議案1：入退会審査（5・6月分）
…入退会審査→5月入会52、退会7、転入4、転出0、6月末会
員数3,107、県内登録者数18,978、組織率16.37％。 議案2：ぱあとなあ神奈川名簿登録審査・後見人等候補者推
薦、法人後見状況…名簿登録に係る異動状況7月1日登録者数641名、家裁名簿登載者数は580名。新規登録者1
名、抹消１名。後見人等候補者推薦の状況は、6月推薦依頼28件、推薦済16件、調整中12件、不受理0・取下げ0。
法人後見10件。 議案3：2021・2022年度支部役員の委嘱…県央支部幹事一覧について支部長ほかの委嘱を承
認。 議案4：神奈川県社会福祉士会主たる事務所の移転…主たる事務所の変更について、次の通り移転後の住
所を確認し、承認。［主たる事務所の移転］移転日：2021年（令和3年）8月1日 変更前：神奈川県横浜市神奈川
区沢渡4番地の2

変更後：神奈川県横浜市神奈川区反町三丁目17番2

議案5：神奈川県社会福祉センター賃

貸借契約…神奈川県社会福祉協議会との契約内容確認し承認。
報告事項〈全了承〉 ①日本社会福祉士会総会（6月19日開催 田中副会長出席） ②日本社会福祉士会綱紀委員
会調査委員推薦
報告

③事業部委員会2か月活動報告

④2021年度5月分会計執行状況

⑤業務執行理事活動

⑥推薦後援状況…大井町地域包括センター運営協議会委員はじめ、11件の推薦、藤沢市社会福祉協議

会の市民後見人候補者バンク登録者フォローアップ研修及び情報交換会講師の派遣ほか2件の派遣、神奈川県社
会福祉協議会合同研修会交流会の後援ほか2件の後援等。 ⑦6月8日開催理事会議事録

⑧6月27日本会代議

員総会議事録 ⑨社会福祉センター移転進捗状況
■臨時理事会（通し開催回数・第5回目）

2021年9月14日（火）19：30〜21：20

議長：隅河内会長

出席理事：12名

議事録署名：出席全理事・監事

監事：吉田・東海林

事務局：2名

審議事項〈5号議案のみ継続審議 他の議案は承認〉 議案1：入退会審査（7・8月分）…入退会審査→7月入会11、7
月転入0、転出3、7月末会員数3,113、県内登録者数18,987、組織率16.40％。8月入会7、8月退会1、8月転入2、転出0、
8月末会員数3,113、県内登録者数18,999、組織率16.43％。 議案2：ぱあとなあ神奈川後見人等候補者推薦、法
人後見状況…名簿登録に係る異動状況、9月1日登録者数639名。家裁名簿登載者数580名。新規登録者1名、抹
消3名、
いずれも受任件数は0。後見人等候補者推薦の状況、8月推薦依頼43件、推薦済み22件、調整中21件、不受
理0・取下げ0。法人後見9件。 議案3：業務監督委員会委員の委嘱…委員2名が、組織の交代等により新しい方に
代わった。委員一覧を確認。任期は2021年4月1日から2023年の3月末日。今年度第１回業務監督委員会は9月16日に
オンラインでの開催を予定。 議案4：文書保管サービス業者の利用…古い文書を保管するサービスの利用による文
書管理の効率化を検討。 議案5：規則制定案…電子メール運用に関する規則案
（制定後67号予定）
−継続審議
協議事項〈全了承〉 ①理事会等主要日程（2021年10月〜12月）
を協議決定。緊急事態宣言の延長に基づき対面や
集合での会議形式は見送る。年内はオンラインでの会議方法として予定。第3通常理事会−10月12日、臨時理事会
−11月9日、第4回理事会−12月14日、支部役員連絡会−10月23日に開催

報告事項〈全了承〉 ①本会事務所移転登記：8月1日付新事務所に移転、8月19日登記完了。 ②受託事業4〜7月
分活動報告 かがやき・はばたき各事業の活動確認。 ③業部委員会2か月活動報告により各委員会の活動状況
確認。 ④2021年度7月分までの会計執行状況

各事業部委員会の予算執行を確認。 ⑤業務執行理事活動

報告（正副会長動向前回理事会以降9月13日迄）…会長、副会長の活動状況を確認。 ⑥推薦後援状況…川崎
市健康福祉局依頼の川崎市再犯防止推進会議委員はじめ、9件の推薦、県社協依頼福祉のしごとフェアはじめ4件
の後援確認。 ⑦7月13日開催理事会議事録確認。

■

公開講座 研修会

お申込み・
お問合せは

＆

月

日 開始時間 終了時間

12 11

研修名

電話：045ｰ317ｰ2045

FAX：045-317-2046 e-mail：web@kacsw.or.jp

公益社団法人神奈川県社会福祉士会 事務局 までお願いします。

概要

場所

主催

対象

費用

社会福祉士仲間で情報交換する場で
す。今回は主に、コロナ禍における職場
での困りごとや悩み事（現在進行形、解
決済み）について、情報交換を行います。

Zoom

湘南西支部

支部会員

無料

風水害で避難所に避難した時、
なるほど講座 HUG
避難所をどのように運営していく
（避難所運営ゲーム） かをゲーム形式で学び、実践的
な知識の取得を目指します。

Zoom

湘南西支部

一般市民

無料

14：00

16：00 さろんど・うえすと

1

29

14：00

16：30

2

19

18：00

20：00

基礎研修修了者
交流会

基礎研修は2012年度から始ま
り、2020年度までに修了した会
員の交流会を開催します。

Zoom

組織率向上
委員会

基礎研修
修了者
先着100名

無料

2

23

14：00

16：00

基礎研修修了者
交流会

2日に分けて開催しますが、県士
会からのご案内と交流会は同じ
内容です。
いすれかにご参加下さい。

Zoom

組織率向上
委員会

基礎研修
修了者
先着100名

無料

開催を予定しております研修・公開講座等は、新型コロナウイルスの感染状況により、やむなく開催を中止、
あるいは
延期する場合がございます。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解頂きますようよろしくお願い申し上げます。
なお、最新の状況につきましては本会のホームページをご確認ください。

http://www.kacsw.or.jp/publics/index/234/

神奈川県社会福祉士会 研修 講座
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あなたの写真で「かながわの風」の表紙を飾りませんか？

広報委員会では「かながわの風」の
表紙を飾る写真を募集しています。
テー マ

神奈川の風景

カメラ

デジタルカメラで、一眼レフや
コンパクトカメラ、スマートフォ
ンなど機種は問いません。

画素数

3024×4032ピクセル以上

送信先

koho@kacsw.or.jp

編集委員も
同時募集中！
本会会員の皆様の中で、広報制作に

《ご注意》
●写真のファイルサイズが大きい場合は、
クラウ
ドストレージなどをご利用ください。送信方法
がご不明な場合は、左記メールアドレスまでご
相談ください。
●人物を被写体にしないでください。人物が個人
を特定できるサイズで写っている場合は、
同意
を得た場合でも採用しない場合があります。
●採用する場合は、掲載号発行前にメールにてご
連絡を差し上げます。不採用の場合はご連絡を
差し上げませんので、
ご容赦ください。

興味・関心がお有りの方は、事務局ま
でお知らせください 。是 非 、新しい
「風」
づくりに参加をお願い致します。
なお、
広報委員会は原則として奇数月
の最終週の火曜日、19:00〜21:00に
開催しております。
（広報委員長：日向 明）

その優しい表現と前向きな想いに、心が軽くなり、温かい何かに身体が
包まれる感覚を今でも覚えている。人は簡単に心に風邪を宿す。今日もま
たどこかで支えてくれる者の存在に気が付かずに、暗闇を彷徨い歩く人
昨年の秋ごろより心が風邪を患っている。早朝覚醒や眠れない幾多の
夜を超えて、ようやく心を取り戻しつつある…。
そんな折、古い友人が1枚のCDを送ってくれた。
「ショッピングモールの
歌姫」と称され、泣けるメンタルソングの女王と言われる半崎美子さんの
「希望の桜」という曲であった。歌詞の一部をよせる。
「吹き荒れる風に全ての花びら、散ってしまう日は来るけれど必ずやって
くる春はいつも、また同じ花を咲かせるでしょう」、
「あなたの心がそこに
ある限り必ず笑える日が来る、誰にも奪えないその心にまた同じ景色を呼
び戻そう」。

がいることであろう。そんな時、私の友人のように、そっと行く先を照らす
（手を差し伸べてくれる）人がいれば、進むべき方向に向かって再び歩み出
すこともできるであろう。
世界有数の先進国でありながら毎年２万人以上の自殺者を生んでしま
う異常な我が国の現実を忘れてはならない。社会福祉士として精神保健
福祉士として何ができるか今一度考えたい。余談になるが、半崎さんの「布
石」という曲にもとても救われた。ご興味のある方はどうか一度で良いの
で耳にして頂きたい。
そして、誰かを照らす自分の存在に気が付いて頂きたい…。
（広報委員長：日向

明）
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