
事業名等 実施日 場所 参加人員 事業の概略等

【議案】

1.2019年度事業報告・決算・監査報告について

2.2020年度事業計画・予算（案）について

3.会費に関する規則の改訂（案）について

4.役員改選について

【協議事項】

1.2019年度事業報告・決算について

2.2020年度事業計画・予算案について

3.今回の総会の実施方法について

4.役員選考結果について

5.コロナ対応について

【協議事項】

1.新理事の業務分掌について

2.2020年度事業計画の行動指針（コロナ禍での部署別指針）

3.新入会員の承認について

4.その他

【協議事項】

１.支部・委員会の「学びと連携」の現状と課題

2.本会のZoomアカウント活用について

3.その他

　・本会主催の研修会について

　・新入会員の承認について

　・滞納者の確認

　・Zoom操作について

【協議事項】

1. 理事のオブザーバー委任について

2.日本士会全国会長会議について

　・新入会員キャンペーンについて

　・eラーニングの動きについて

3.本会が推薦する公職者について

　・情報の公表、推薦要件、人材開発

4.本会主催の研修とその方法について

5.ホームページのサポート終了に伴う改修について

6.その他

　・基礎研Ⅰの進捗状況と課題

第1回理事会
（書面による承認）

確認日
5/14

岐阜県
福祉・農業会館

書面回
答

12名

11/15 11名
岐阜県

福祉・農業会館

第2回理事会
（対面とweb会議）

7/12
岐阜県

福祉・農業会館
13名

第3回理事会
（対面とweb会議）

9/6
岐阜県

福祉・農業会館
12名

第4回理事会
（対面とweb会議）

5/27 4名
岐阜県福祉・農業会館

4名岐阜県福祉・農業会館

1/12 岐阜県福祉・農業会館 4名
3/4 岐阜県福祉・農業会館

2020年度　　部　門　別　事　業　報　告　書

１．本会活動・・・会運営のための活動　

２．支部活動・・・理事を中心に5圏域で活動

３．部会活動・・・理事と会員による組織基盤を強化する活動

４．生涯研修センター・・理事と会員による研修事業を推進する活動

７．受託事業・・・岐阜県が本会に委託した事業

定時総会（書面表決） 6/14

4名

【１．本会活動】

三役会
（対面とweb会議）

3名
理事会の議案について

４月 2名会長との打合せ

岐阜県福祉・農業会館

岐阜県福祉・農業会館

4名

三役・
事務局

岐阜県福祉・農業
会館

6/22
9/4

11/9

６．委員会活動・・理事、あるいは会員の代表等による社会福祉士の実践を高めていく活動

５．権利擁護センターぱあとなあ岐阜・・理事と会員による成年後見を推進する活動



【協議事項】
　〇教育をとりまく状況と本会の今後の関与方向の提起（子ども家庭福祉委員会）

1.市町村から依頼される各種委員について

2.本会主催の研修会について

3.2021年度の生涯研修センター体制と実施方法

4.総会の実施方法

5.その他

　・公職者名簿の追加と変更

　・ホームページの進捗状況

　・事務局室の移動について

【協議事項】

1.2021年度　事業計画について

2.2021年度　予算案について

3.理事会規則の変更について（Web形態の定義等）

4.公職委員開発のための調査について

5.役員への諸経費支払いについて

6.その他

　・公職者名簿の追加と変更

　・ホームページの開始日、事務局移動日について

会計監査 5/9 岐阜県福祉・農業会館 2名 2019年度決算

５月号

7月号

11月号

1月号

ホームページの管理・更新 随時 事務局からのお知らせ、イベント情報、支部・委員会情報等を掲載

新入会員・新規合格者
を祝う会

中止

岐阜支部
第1回

社会福祉士カフェ

第２回

社会福祉士カフェ

第3回

社会福祉士カフェ

講演：「生きづらさと向き合う」

　　　講師：岐阜羽島ボランティア協会　兼松博之　氏

第５回

社会福祉士カフェ

講演：「障害受容の過程における本人家族支援」

　　　講師：株式会社くらしケア　直野武志　氏

西濃支部

支部研修会 1/16 Web 10名

スマイルコミュニケーションオフィス主宰の廣瀬義浩先生を講師
として迎え、「マインドフルネスをソーシャルワーク実践に活か
す」と題して、マインドフルネスを実践できる力を身に付け、ス
トレス耐性を向上させ、仕事のパフォーマンスを上げ、コミュニ
ケーション力も向上することができる様、リモート講義を行っ
た。

7/12

9/6

11/15

第1回
岐阜支部研修会

11/7 web

第4回
社会福祉士カフェ

12/13 ハイブリッド
（徹明公民館、Zoom）

第2回
岐阜支部研修会

中止

支部運営会議
支部役

員

介護支援センター
けあ・わーくす

大垣
支部運営について支部会員との意見交換等を行った。

2/28 web 23名

中止

18名

28名

中止

中止

中止岐阜県ソーシャルワーカー協会
岐阜県精神保健福祉士協会
岐阜県居宅介護支援事業協議会
日本社会福祉士養成協会東海北陸ブ
ロック岐阜県支部　共催

第5回理事会
（対面とweb会議）

第６回理事会
（対面とWeb会議）

3/14
岐阜県

福祉・農業会館
11名

2021
1/17

岐阜県
福祉・農業会館

8名

オープ
ン

中部学院大学
関キャンパス

「たのしみん祭」にブースを展開し、人生会議やソーシャルワー
カーについてゲームを通して広く周知

CSW岐阜の発刊

ソーシャルワーカー
デー2020　in　岐阜

支部・委員会などから活動報告を募り、広く会員に活動内容が周
知できるように努めた。イラスト等も取り入れることで、季節感
が感じられる紙面の工夫をした。

【２．支部活動】

コロナ禍による中止

コロナ禍による中止



中濃支部

東濃支部

第1回研修会 11/14 セラトピア
シンポジウム「虐待事例からみる要援助家庭を支援していく上で
の予備知識」　岐阜県中央子ども相談センター　　菊井　愛　氏

県ソーシャルワーカー協
会
ぱあとなあ共催

web研修
「高リスク家庭を支援する上で必要な法的知識」
　　　　　　多治見さかえ法律事務所　弁護士　藤田　聖典　氏

「はじめてのグラレコ研修会」

東海ふくしグラレコグループむす部　作業療法士　田中　恵一氏

飛騨支部

宮田隼さん講演会
会場
15名

（公開研修会）
Web
20名

岐阜県社会福祉士会

第1回研修会

ソーシャルワーカー

デー2020　in　岐阜

社会福祉士統一 中部学院大学

模擬試験 関キャンパス

岐阜県社会福祉士会 2/15 Webによる 講演テーマ：「トラブルから学ぶ管理者・相談員の事故対応」

Webによる動画配信研修 ～/3/14 個別受講 講師：　株式会社安全な介護　代表　山田　滋　氏

事業推進部（青年・組織担当）

新規加入者を祝う会 中止
今回は総会後の新規加入者歓迎会ができなかったため各支部に委
ねた

新規入会者勧誘キャン
ペーン

通年 各会員が複数名の入会者を勧誘した

11/7（土）に開催された全国統一模擬試験・対策講座に対して、
受験勉強や試験前日・当日についてのアドバイスを伝えるため冊
子を作成し配布。

ざっくばらん
　　　 ミーティング

29名

8/2

中止　（会場確保できず）

社会福祉士国家試験を受験する方を対象とした模擬試験及び対策
講座を実施

模擬試験・対策講座参
加者へのメッセージ集

作成

富山県高岡市で様々な人の居場所を開いている宮田さんから目の
前の人と一緒に生きていく目線を学ぶことにより、地域の資源と
しての自分磨きのきっかけとする。

オープン

７５名

10/24 高山市役所

中止

【３．部会活動　】

ー

web 9名

事業推進部（事業担当）

9/20 web ７名

12名

テーマ「成年後見制度利用促進基本計画とぱあとなあ岐阜の取り組み」
          「中核機関が行うアセスメント介護と受任者調整について」
          「成年後見制度利用促進委員会の設立に関して」
                                                          ※ぱあとなあとの合同研修

第1回研修会 web

2/28

中部学院大学11/7

会員の業務や取り組んでいる活動を紹介。コロナ禍でのサロン活
動や生活困窮者への支援についてざっくばらんに話し合い。

11/7

中止

第３回定例会

ー

中部学院大学
関キャンパス

2名11/7

ー

13名

第２回運営委員会

第３回運営委員会

152名

web11/21

中止

35名

第１回定例会 中止 ー

第２回定例会 中止

社会福祉士模擬試験　対策講座で体験談メッセージ作成

中止 ー

第４回定例会 中止

事業協力

第1回運営委員会 研修会の準備、理事会報告など

第２回研修会

第３回研修会

6名

12/13
セラミックパー

クMINO
67名

講演「福祉施設における事件・虐待とその背景」
　　　　　　　　　　　PAC法律事務所　弁護士　佐藤　彰一氏

1/23 web ６名

2/7 web研修



8/18

10/20

1/13

2/17

随時メール
編集・確認
作業等を実

施

編集委員　安達智紀氏（会長）　大藪元康氏（中部学院大学）
高木博氏（岐阜協立大学）　北村佑次氏（下呂市社協）
淺野　愛（学術誌編集長）

生涯研修センター（研修部会）
認証研修

基礎研修Ⅰ
21名

20名

集合研修２回
社会福祉士会のあゆみ　日本・県社士会の組織　生涯研修制度
倫理綱領・行動規範の理解と現場適応等
修了者：20名

認証研修

基礎研修Ⅱ

認証研修

基礎研修Ⅲ

基礎研修講師養成研修 2/13-14 Zoom会議 ４名 基礎研修講師養成研修

成年後見人等候補者の
推薦

通年
名簿登録

者
６５名

家裁や中核機関からの依頼について、後見人等候補者の推薦調整を行
い、会長名で推薦した。推薦数　36件

ぱあとなあ全体会
第1回研修会

7/18
大野町総合町民

センター
36名

2020年度事業計画、役員の交代、委託集合研修、登録者及び受任状
況、各種規程について
講義「非弁行為、非司行為について」岐阜県弁護士会弁護士　山田貞夫
氏

第2回研修会 8/2 web 19名

講義「成年後見制度利用促進基本計画とぱあとなあ岐阜の取り組み」
委員長　岡川毅志
講義「中核機関が行うアセスメント会議と受任者調整について」
各務原市成年後見支援センター　センター長　土屋直樹　氏
講義「成年後見制度利用促進委員会の設立に関して」副委員長 武藤為文

第3回研修会 10/25 高山市民文化会館 24名 「スーパーバイズ研修：事例検討」　運営委員　浅岡直之

第4回研修会 2/21 県福祉農業会館 31名 講義「家族法」　岐阜県弁護士会弁護士　中上野博章氏

第5回研修会 12/13 セラミックパークみの 67名 法律問題研修会　国学院大学教授　佐藤彰一　氏

東海4県生涯研修委員会議

７名
４名
４名
８名
８名

権利擁護センターぱあとなあ岐阜

２名
事務局

Zoom会議

研修部会

5/１2
6/2
7/7
8/4
9/1

10/6
11/3
12/1
1/5
2/2

研修期間５月～２月　事前課題　中間課題　修了レポート
集合研修１０回
ソーシャルワーク理論系科目　（１５時間）
実践評価・研究系科目（１５時間）
地域開発・政策系科目　（１３時間）
人材育成科目　（６時間）
権利擁護・法学系科目　（１２時間）
修了者：１１名

9～１２
名（他
県受講
あり）

事業推進部（学術誌編集担当）

飛鳥美谷苑
　

岐阜県
福祉・農業会館

【４．生涯研修センター　】

ソーシャルワークぎふ
２6号発刊に伴う編集
委員会の開催

事務局及びZoom
活用にて実施

編集委
員５名

ソーシャルワークぎふ２6号発刊にあたり、テーマ（コロナ禍における社
会福祉士実践）設定・CSW岐阜へ投稿募集記事掲載・原稿〆切日等協議
した。
各支部・委員会に「活動報告書」投稿（参考書式作成）を依頼すること
で、本誌を通じて、会員に支部や委員会の活動が後世に残せるよう取り
組んだ。　　　　　　　　投稿された原稿に順次目を通し、査読作業等

基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの実施と中止・講師について
分野別研修の運営について（医療・地域福祉）
全国生涯研修委員会議報告、eラーニングの動きと対応
東海4県生涯研修委員会議への議題提起
次年度の基礎研修の運営における課題・事務局との連携

生涯研修制度の見直し　e-ラーニングの活用　認定社会福祉士制
度　社会福祉士要請カリキュラム見直し　等

研修期間５月～２月　事前課題　中間課題　修了レポート
集合研修１０回
ソーシャルワーク理論系科目　（3.5時間）
実践評価・研究系科目（１2時間）
地域開発・政策系科目　（１2時間）
人材育成科目　（9時間）
権利擁護・法学系科目　（6時間）
サービス管理・経営系科目（１４時間）
修了者：１１名

岐阜県
福祉・農業会館

ほか

4/7
7/26
9/20
2/7

2/21

8～１5
名（他
県受講
あり）

飛鳥美谷苑
　

岐阜県
福祉・農業会館

基礎研修課題検討　分野別研修　e-ラーニングの活用について
2021基礎の実施方法について　等

【５．権利擁護センターぱあとなあ岐阜　】

全国生涯研修委員会議

2/28
事務局

Zoom会議

10/17

１名

5/１2
6/2
7/7
8/4
9/1

10/6
11/3
12/1
1/5
2/2

県福祉農業会館
10/4

2/21

コロナ禍のため中止



権利擁護シンポジウム
講演「虐待事例からみた家庭への支援の実際」
岐阜県中央子ども相談センター　家庭支援課　菊井愛　氏

NPO法人東濃成年後見センター
岐阜県ソーシャルワーカー協会
岐阜県社会福祉士会権利擁護センター
ぱあとなあ岐阜、岐阜県社会福祉士会
東濃支部
東濃各社会福祉協議会　　共催

講演「要援助家庭を支援する上での必要な法的知識」
多治見さかえ法律事務所　弁護士　藤田聖典　氏
コーディネート・助言
熊田法律事務所　弁護士　熊田均　氏

第4回運営委員会 2/21 県福祉農業会館 11名
・報酬助成について
・成年後見制度利用促進計画に係る会議への派遣について

第5回運営委員会 3/13 県福祉農業会館 9名 ・事業報告、事業計画(案)について

成年後見人材育成研修 ９月〜

(委託集合研修） １2月

成年後見人等名簿登録
研修

1/24 県福祉農業会館 11名 人材育成研修　本年度修了者１０名　昨年度修了者１名

家庭裁判所連絡協議会 6/11 中止
家庭裁判所、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会の代表者により後見
活動についての意見交換
＊コロナ感染症拡大のため、中止

10/6 県水産会館 1名

10/9 西濃総合庁舎 1名

10/6 可茂総合庁舎 1名

9/11 恵那総合庁舎 1名

11/10 飛騨総合庁舎 1名

全国ぱあとなあ連絡協
議会

10/31 web 3名 日本社会福祉士会主催の会議に参加した。

各務原市アセスメント
会議

月1回 各務原市 1名 協議会、アセスメント会議、マッチング会議に委員派遣した。

関市アセスメント会議 月1回 関市 1名 協議会、アセスメント会議、マッチング会議に委員派遣した。

山県市アセスメント会
議

月1回 山県市 1名 協議会、アセスメント会議、マッチング会議に委員派遣した。

瑞穂市地域ケア会議 年4回 瑞穂市 1名 中核機関の設置に向けた協議に委員を派遣した。

輪之内町成年後見制度
利用促進計画策定委員

年2回 輪之内町 1名 中核機関の設置に向けた協議に委員を派遣した。

岐阜市中核機関設置検
討会議

11/19
2/2

岐阜市 １名 中核機関の設置に向けた協議に委員を派遣した。

羽島市成年後見制度利
用促進委員会

年1回 羽島市 １名 中核機関の設置に向けた協議に委員を派遣した。

養老町、垂井町、関ケ原
町の中核機関設置検討会

10/29 垂井町 1名 中核機関の設置に向けた協議に委員を派遣した。

安八郡・揖斐郡の６町に
おける中核機関設置検討

1/21 神戸町 １名 中核機関の設置に向けた協議に委員を派遣した。

日常相談 通年 5圏域 7名 日常相談及び部員のスーパーバイザーを行なった。

10/26 １３名

2/24 8名

高齢者虐待に関する市
町村支援チームの派遣

6件 各市町村 6名
市町村における高齢者虐待等の困難案件について、県の依頼により支援
チームを派遣した

虐待対応専門職チーム
経験交流会

2/20 web ２名 日本弁護士連合会、日本社会福祉士会主催

精神保健福祉士会との
意見交換会

7/17 中止 ＊コロナ感染症拡大のため、中止

11/14 セラトピア土岐

会場
76名
Zoom
76名

第1回運営委員会 7/18
・成年後見人材育成研修・名簿登録研修について
・講師派遣について　・ぱあとなあ名簿の作成について
・広報担当者の選定について

第2回運営委員会

・後見人等の推薦について、家裁からの依頼～受任までのフロー図
・各務原市成年後見支援センターについて
・成年後見制度利用促進体制整備研修について
・ぱあとなあ規定について

第1回成年後見制度利
用促進委員会

7/18
大野町総合町民

センター
36名

「成年後見利用促進法と中核機関の役割」
ぱあとなあ利用促進委員会委員長　武藤為文
「中核機関が行うアセスメント会議と受任者調整について」
各務原市成年後見支援センター　センター長　土屋直樹　氏
「各市からの報告」　　　各市派遣メンバー

高山市民文化会館 10名
・成年後見制度利用促進計画に係る会議への派遣について
・成年後見人材育成研修（最終日）の役割分担について
・成年後見名簿登録研修の役割分担について

第3回運営委員会

事例検討、権利擁護に関する意見交換等

県福祉農業会館 13名
岐阜県において開催した。（４日間）
他県より２名受講。 補講は２月に開催した。

岐阜県成年後見制度利
用促進連携会議

岐阜県弁護士会との協
議会

弁護士会館

8/2 県福祉農業会館 11名

＊岐阜県主催
各地域における成年後見制度に係る現状や課題を共有するとともに、制
度の利用促進に向けた関係機関との連携を図った。

第3回成年後見制度利
用促進委員会

3/13 県福祉農業会館 36名
・利用促進計画についての県内各市町村の取り組状況について
・来年度の派遣について

・利用促進計画についての県内各市町村の取り組状況について
第2回成年後見制度利
用促進委員会

10/25 高山市民文化会館 24名

10/25

大野町総合町民
センター

11名



4月

7月

1月

研修講師派遣
岐阜県社会福祉協議会、各務原市成年後見支援センター等の他団体が主
催する成年後見に関する研修に講師を派遣した。

報酬助成 7件 資産のない方を受任している会員に対し5千円／月以内（差額）を助成

定例会：なし

学習会：西濃学園の見学

定例会：なし

第2回定例学習会
学習会：「いじめ防止対策委員会や重大事態の調査委員会（第三
者委員）の委員になる前に知っておくこと」日本社会福祉士会子
ども家庭支援委員会・日本福祉大学教授　鈴木庸裕　氏

第１回定例学習会

第１回スタッフ会議           　　　　　　〃

第2回定例学習会           　　　　　　〃

第２回スタッフ会議           　　　　　　〃

第３回定例学習会           　　　　　　〃

第３回スタッフ会議           　　　　　　〃

第４回定例学習会           　　　　　　〃

第４回スタッフ会議           　　　　　　〃

第５回定例学習会           　　　　　　〃

第５回スタッフ会議           　　　　　　〃

第６回定例学習会           　　　　　　〃

第６回スタッフ会議           　　　　　　〃

新型コロナウイルスの厚生労働省通知まとめ

以後通知や解釈等を年間を通して随時連絡

診療報酬改定について

災害支援について　　DCATミドル研修を受けて

今年度の委員会活動について　　介護保険改定について

身体拘束虐待の研修資料について意見をいただきました。

介護報酬改定勉強会について

事例検討会（コロナ禍における反省から）

来年度委員会について

介護報酬改定について

医療福祉委員会

委員会 9/13 web ８名 認証研修開催有無と課題について

委員会 11/22 web 7名 zoomの機能を活用し模擬グループワークを行う

研修 4/18 web 7名 zoomの活用方法を学ぶ（講師：五藤広海氏）

8/22

高齢福祉委員会

高齢者委員会LINE
への情報提供

高齢者委員会LINE
への情報提供

第1回～第3回
高齢者委員会は開催で
きなかったため情報提
供にて活動実施。

6名

web11/14

3/11

5名

5名web

受任者状況報告、その他の広報、情報提供、研修会等案内

記入漏れ、スーパーバイズ体制、疑義部分について、圏域連絡員が個別
に聞き取りや面談をした。

報告書
2次チェック面接

6月～8月 各支部

6/20

web

地域福祉委員会

第6回高齢者委員会 web

第5回高齢者委員会 1/20

第4回高齢者委員会

9/16

西濃学園

11/10

子ども家庭福祉委員会

9名

障がい福祉委員会

10/24

12/19

7/6

10/17

2/20

13名

4/18

4/14

【6．委員会活動　】

6/23 web 7名
認証研修更新について検討。
➡理事会の結果を受けて再検討

7/17 web 6名
認証研修更新について検討。
➡委員会として更新は行わず、次年度以降については感染状況を
見ながら判断する。

第1回地域福祉委員会

第2回地域福祉委員会

ぱあとなあ岐阜
情報の発行

高齢者委員会LINE
への情報提供

第１回定例学習会

コロナ禍による中止



災害支援委員会
岐阜DCATミドル研修 9/9 web 2 岐阜県社会福祉協議会が実施する研修に参加。

第１回定例会 10/13 web 6
委員会の活動計画策定について話し合った。グループLINEを作っ
て、随時必要な情報交換を行うこととした。

岐阜DCAT
ビギナー研修

10/16 web 1 岐阜県社会福祉協議会が実施する研修に参加。

全国社会福祉士会災害
担当者会議

10/24 web 1 日本社会福祉協議会が実施する研修、会議に参加。

岐阜県災害福祉広域支
援ネットワーク協議会

11/29 書面開催 1
「コロナ禍における岐阜ＤＣＡＴ派遣方針、 ＢＣＰ策定支援、福祉避難
所の充実・強化等」について、委員会で話し合った内容を返答した。

第２回定例会 1/13 web 6 情報共有、計画に対する役割分担等について話し合った。

岐阜DCAT
アドバンス研修

3/19 web 2 岐阜県社会福祉協議会が実施する研修に参加。

電話、来局による虐待相談及び対応した。

　＊新規相談件数　   50件

　＊継続相談件数 　292件

障がい者及び養護者への相談対応や相談機関の紹介を行った。

＜研修会の開催＞

市町村等虐待防止担当職員を対象に県庁テレビ会議システムを利用し研
修を開催した。

講義「障害者虐待防止法の概要と現状」　　県障害福祉課

講義「障害者虐待対応における市町村の責務」
岐阜県弁護士会　高齢者・障害者権利擁護委員会　弁護士　杉島健二氏

障害福祉サービス事業所の管理者・障害者虐待防止マネージャーを対象
に研修を開催した。

再生回数
1,318回

講義「障害者虐待防止法の概要と現状」
　　　　　　　　　　岐阜県障害福祉課　地域生活支援係

再生回数
863回

講義「虐待防止のための体制づくり」
　　　　　　　　　　ホーリークロスセンター　寺澤幸枝氏

再生回数
846回

講義「強度行動障害と身体拘束」
　(一社)ぎふケアマネジメントネットワーク事務局長　柴田健吾氏

2/20AM web 26名

2/20PM web 22名

2/22AM web 25名

2/22PM web 27名

＜市町村支援チームの
派遣事業＞

　3件
市町村の障害者虐待の問題に関する専門性を強化するため、ケース会議
等に弁護士、社会福祉士を中心とした専門職を派遣し助言をした。

＜研修会への参加＞ 　

障害者虐待防止・権利擁
護指導者養成研修（厚生労働

省主催）

11/17
　　18

web 4名
県における「障害者虐待防止・権利擁護に関する研修」の指導的役割担
当者の養成研修に参加した。

虐待対応専門職チーム
経験交流会への参加

2/20 web ２名 日本弁護士連合会、日本社会福祉士会主催の交流会に参加した。

＜他団体との連携＞

5/13 書面開催 1名

10/21 市民活動センター １名

2/24 web 1名

7/18
大野町総合町民セ

ンター
36名

講義「非弁行為、非司行為について」
　　　　　　　　　岐阜県弁護士会弁護士　山田貞夫氏

10/25 高山市民文化会館 24名
事例検討「経済的虐待について」
　　　　　相談支援センターぷりずむ　相談支援専門員　浅岡直之氏

2/21 県福祉農業会館 31名 講義「家族法」　岐阜県弁護士会弁護士　中上野博章氏

岐阜県障害者虐待防
止・権利擁護研修
（管理者・障害者虐待
防止マネージャーコー
ス）

２/８～
3/5

ｅラーニング
研修
視聴後にアン
ケート提出
(アンケート回収
数366名）

＊少人数ごとのグループにて、ファシリテーターとともに演習を行っ
た。

演習「障害者虐待防止の体制整備と虐待防止委員会の設置」
　(一社)ぎふケアマネジメントネットワーク　事務局長　柴田健吾氏

【７．受託事業】

＜相談事業＞ 通年 事務局

岐阜県障害者虐待防
止・権利擁護研修
（市町村等虐待防止担
当職員コース）

1/20
県庁

テレビ会議室
（web）

42名

岐阜県障害者権利擁護センター　

2020年度は、コロナ禍の状況にあり、事業実施せず。

司法福祉委員会

岐阜市障害者総合支援協議会・全体会委員に委嘱され、会議に出席し
た。

虐待対応専門職チーム
委員勉強会

岐阜市障害者総合支援
協議会（全体会）への
参加



10/26 １３名

2/24 8名

他団体からの要請により、事業所や団体の虐待防止研修に講師派遣をし
た。

9/18 web 1名 関市・高井クリニック

12/15 web 1名 日本福祉大学

＜ケース会議への出席＞ 随時 4件
市町村が対応している困難案件についてのケース会議に出席して助言を
した。

＜啓発事業＞

他機関広報紙への寄稿 通年
岐阜県社会福祉士会の会報紙へ、障害者虐待防止法の制度や事例、対応
方法等について4回シリーズで寄稿した。

パンフレット・ポス
ターの作成・配布

通年
障害者虐待防止法やセンターの役割についてのパンフレットやポスター
を配布して啓発を行った。

市町村、福祉施設等関
係機関への啓発

通年 センターの役割を伝え、連携協力を依頼した。

岐阜県障がい者差別解消支援センター

相談案件のデータベース化、市町村との情報共有・連携

・弁護士会懇談会・・・令和元年実績報告・令和2年度事業計画、相談事
例、啓発実績報告、事例検討等

・困難事例について相談・質問により検討し助言を受けた

市町村職員研修
     （全域研修）

資料配
布

コロナ禍による感染拡大防止のため研修は中止とし、センターの運営状
況報告・相談案件状況報告等について資料配布を行った

市町村の要請による研
修（各市町村）

1/15 県福祉農業会館
23名×
23名

障がい者差別解消担当職員研修・・・zoomによるオンライン研修

7/15 高富公民館 25名 ぎふ権利擁護センター自主学習会（障害者差別解消法に関する出前講座）

9/11 岐阜県図書館 19名 公立社団法人　岐阜病院（一般対象に出前講座）

10/14 友愛プール 13名 福祉友愛アリーナ・プール職員研修（出前講座）

11/18 柳津地域事務所 12名 岐阜県後期高齢者医療広域連合職員研修（出前講座）

12/15 県福祉農業会館 30名 日本福祉大学学生演習（zoomを利用しオンライン研修）

≪啓発事業≫

チラシ等配布 随時 パンフレット等民間事業者・福祉関連機関・団体に配布（郵送）

広報誌等への掲載 年4回
会員数約
600名

岐阜県社会福祉士会会員向け広報紙への記事掲載による啓発

「当事者活動の力学 ディスパワー-エンパワメント-パワーレスネス」

研修会への参加 12/28 自宅で動画視聴     熊谷 晋一郎（動画配信サービスによるオンライン研修）

「知的発達障害者の支援を考える⁻生涯発達支援と地域支援の視点から
⁻」

菅野 敦（動画配信サービスによるオンライン研修）

3/8 YouTube視聴
「国連・障害者権利条約と日頃の暮らし」
又村あおい（YouTube視聴）

3/15 YouTube視聴
障害者差別解消支援地域協議会の概要と現況・地域協議会の活動イメー
ジと設置の促進について（内閣府オンライン研修）

3/16 web研修 障害者差別解消支援地域協議会に係る体制整備・強化ﾌﾞﾛｯｸ研修会

岐阜県障がい者差別解消
調整委員会の開催

年1回 新型コロナウイルスによる感染拡大防止のため中止とし書面開催

ホームページの管理 通年 ホームページにおいて情報発信・啓発・管理

岐阜県弁護士会との協
議会

弁護士会館 事例検討、権利擁護に関する意見交換等

＜虐待防止のための研修
等への講師派遣＞

岐阜県弁護士会との連
携

7/15
11/11

県福祉農業会館 6名

民間事業所・福祉関係
機関への啓発

≪相談事業≫
相談業務

通年 事務局

電話・ＦＡＸ・メール等による相談対応
・相談件数・・・　156件
・相談案件への対応・・・助言・調整・機関等紹介、あっせん等



虐待等関する相談対応

＊新規相談件数  37件

虐待対応等困難事例への対応における支援等、高齢者虐待防止等に係る
市町村及び地域包括支援センターからの相談対応を行った

＜市町村支援チーム
　　　　　　　の派遣＞

通年 事務局 ６件
市町村からの要請に応じ、ケース会議等に弁護士・社会福祉士を中心と
した専門職を派遣し助言を行った

＜連絡調整＞ 通年 ―
高齢者本人やその家族からの高齢者虐待に関する相談について、市町村
および地域包括支援センター等との連絡調整を図った

地域包括支援センター
に関するアンケート調
査の実施

７月 ― ―

地域包括支援センターを対象に、高齢者権利擁護に関するアンケート調
査を実施し、地域包括支援センターにおける重点事業や課題等の実情を
把握した。その結果を冊子にし、回答された地域包括支援センターに配
付した

高齢者虐待等に関する
市町村支援チーム派遣
事業活用事例の取材

１２月 ― ―
市町村支援チーム派遣事業の効果を確認紹介し、市町村及び地域包括支
援センターにおいて高齢者虐待に適切に対応できることを目的に、高齢
者虐待への対応事例を取材した

12/3 １名 令和２年度　福祉関係者向け成年後見制度理解促進研修会

2/20 web １名 第４回　「虐待対応専門職チーム」経験交流会

高齢者虐待への対応と
養護者支援に関する手
引きの作成・配付

通年 ― ―
高齢者虐待への対応と養護者支援に関する手引きを作成し、市町村及び
地域包括支援センターに配付、高齢者虐待対応に関する取組みの推進を
図った

一般県民向けリーフ
レットの作成・配付

通年 ― ―
高齢者虐待防止法や虐待の定義等について、県民が理解し虐待防止につ
ながるようリーフレットを作成し、配付して啓発した

ホームページの活用 通年 ― ―
高齢者の権利擁護についてホームページを活用し、関係者等への連絡と
一般県民に対する広報・周知を図った

広報紙への寄稿
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11
1月

― ―
岐阜県社会福祉士会会報「ＣＳＷぎふ」に寄稿し、高齢者の権利擁護に
関する広報・啓発を行った（全３回）

9/28 岐阜市 2名 岐阜市事業団職員虐待防止研修会地域包括支援センター精華ケアマネカフェ

10/9 山県市 1名 一般社団法人ぎふ権利擁護センター　学習会

12/15 web 1名 日本福祉大学

研修等への講師派遣等

他団体からの要請により、虐待防止研修等に講師派遣をした。

―＜相談事業＞ 通年 事務局

研修会への参加

岐阜県高齢者権利擁護センター

＜情報収集＞

＜広報・啓発事業＞


