
事業名等 実施予定日 事業の概略等

総会：  新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、書面による表決。

Zoom交流会；「 　岐阜県社会福祉士会をもっと知る！活動からつながる！   」

会場；岐阜県社会福祉士会事務局　より発信

理事会 年6回

三役会 必要に応じて

会計監査 ５月 監事による2020年度決算の監査

ソーシャルワーカーの活動を推進・普及する活動

※　他のソーシャルワーカー団体等と共催

CSW岐阜の発刊
年４回（臨
時発刊有）

岐阜県社会福祉士会の活動内容を会員に情報提供するため、理事会・各支部・部会・委員会・委託
事業等の計画や報告を定期的にわかりやすく行う。適宜案内チラシ等も添付する。広告掲載を積極
的にアピールし、会の情報提供だけでなく、新たな財源確保にも貢献する

ホームページの管理 随時
随時ホームページを更新する。各支部・部会・委員会等のページの積極的な活用を勧めていく。バ
ナー広告掲載によって、検索数の増加や各関係機関等との連携を強化するとともに、新たな財源確
保にも貢献する

活動の取材 随時
研修会や委員会の活動内容だけでなく、支部担当と協力し支部ごとに「地元」の魅力をアピールし
てもらうコーナーを新たに設け、岐阜の魅力を深める取材し、CSW岐阜に掲載する

岐阜支部

第1回社会福祉士カフェ 4/25 会場：Zoomもしくはハイブリッド（徹明公民館、Zoom併用）

第2回社会福祉士カフェ 6/27 会場：Zoomもしくはハイブリッド（徹明公民館、Zoom併用）

第1回岐阜支部研修会兼 会場：Zoomもしくはハイブリッド（徹明公民館、Zoom併用）

第3回社会福祉士カフェ テーマ「未定」

第2回岐阜支部研修会兼 会場：Zoomもしくはハイブリッド（徹明公民館、Zoom併用）

第4回社会福祉士カフェ テーマ「未定」

第5回社会福祉士カフェ 12/19 会場：Zoomもしくはハイブリッド（徹明公民館、Zoom併用）

第3回岐阜支部研修会兼 会場：Zoomもしくはハイブリッド（徹明公民館、Zoom併用）

第6回社会福祉士カフェ テーマ「未定」

西濃支部

支部研修会 10月頃 社会福祉情勢変化等に伴うテーマを設けて研修会を開催する。

支部交流会 2月頃 支部会員の交流を図る。

支部運営会議 年3回位 支部運営について支部会員と意見交換を行う。

中濃支部

第1回研修会 5/16 テーマ「複合的な課題を抱えるケースへの支援」※ぱあとなあとの合同研修

第2回研修会 9月頃 内容未定

第3回研修会 1月頃 内容未定

気軽に会員が困っていること、相談したいことを話せる機会、会員同士のネットワーク作りの場。

中濃支部の研修について（知りたいこと・聞きたいこと）相談。

2021年度　部　門　別　事　業　計　画　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

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

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

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

隔月（予
定）

７．受託事業・・・岐阜県が本会に委託した事業

【1．本会活動】

【2．支部活動】

2/27

10/24

社員定時総会（書面表決） 6/20

ソーシャルワーカーデー
2021in岐阜

（未定）

8/22

ざっくばらんミーティング



東濃支部

第1回運営委員会 5月

研修会 内容未定

第2回運営委員会

研修会 内容未定

第３回運営委員会

研修会 内容未定

第４回運営委員会

飛騨支部

第1回研修会 ７月 重層的相談支援体制について学ぶ　その１

第２回研修会 １０月 重層的相談支援体制について学ぶ　その２

第３回研修会 １月 重層的相談支援体制について学ぶ　その３

事業推進部（事業担当）

岐阜県社会福祉士会 講演；「 岐阜県社会福祉士会を知ろう   」（Web方式）

第1回研修会 　

ソーシャルワーカーの活動を推進・普及する活動

※　他のソーシャルワーカー団体等と共催

社会福祉士統一模擬試験 11月中旬 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と試験対策講座

実習指導者講習会 １１月頃 社会福祉士の実習指導者養成のための講習会を開催　（隔年開催）

岐阜県社会福祉士会 場所：未定

第2回研修会 内容：未定

岐阜県社会福祉士会 青年部 青年部について

第１回定例会 令和3年度の活動について

岐阜県社会福祉士会 青年部 会員の情報交換

第２回定例会 話題のテーマから社会福祉士の役割について考える　等

岐阜県社会福祉士会 青年部 今年度活動の振り返り、次年度活動の計画　等

第３回定例会

岐阜県社会福祉士会主催事業への協力、社会福祉士活動のPR、

他団体主催事業への参加

各研修や行事等における新規加
入への呼びかけ

通年 県社会福祉士会への新規加入・ＰＲ等を行う。

社会福祉養成校との連携 通年 学生等に対して、県社会福祉士会が身近な存在となる活動等を行う。

新規入会者勧誘キャンペーン 通年 パンフレットや入会名刺（ＱＲコード付）を活用し、複数名の入会者を勧誘するキャンペーンを行う。

ソーシャルワークぎふ２7号 発刊に向けての編集委員会を開催（概ね3回）

発刊 ２6号の評価を基に、２7号の原稿募集・編集を行う（編集委員５名ほどで実施）

2月

2月頃

【3．部会活動】

県士会事業等との連携

事業推進部（学術誌編集担当）

ソーシャルワーカーデー
2021in岐阜

事業推進部（青年・組織強化担当）

通年

７月

10月

３月

6/20

6月

10月

（未定）



東海4県研修委員会議 7月  1月 基礎研修課題検討　分野別研修　スーパービジョンについて等

全国生涯研修委員会議 4月  9月 認定研修の課題　eラーニングの活用　スパービジョン研修の課題等

基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの運営について

分野別研修の運営について（医療・地域福祉等）

全国生涯研修委員会会議報告

東海４県研修委員会議報告

基礎研修の運営における課題・事務局との連携

スーパービジョン

（１０単位）
通年

４月
9月
1月
3月

認証研修　分野専門／医療分
野　１単位

（予定）
１０月

「病院におけるソーシャルワーク研修」医療福祉専門委員会が実施を予定

スーパーバイザー登録者によるＳⅤ（基礎研修Ⅲ修了者対象）

研修部会

認証研修
基礎研修Ⅱ

研修期間５月～２月　事前課題　中間課題
集合研修２回/年
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

【４．生涯研修センター】

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/年
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（１４時間）
地域開発・政策系科目　（１２時間）
人材育成科目　（６時間）
権利擁護・法学系科目　（１２時間）

生涯研修センター（研修部）

認証研修
基礎研修Ⅲ

5/9　6/6
7/4　8/1

9/5　10/3
11/7 12/5
1/9　2/6

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/年
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）

5/9　6/6
7/4　8/1

9/5　10/3
11/7 12/5
1/9　2/6

認証研修
基礎研修Ⅰ

（予定）
  10月頃

2月頃



成年後見人等候補者の推薦 通年 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、会長名で推薦する

第1回研修会 5/16 中濃支部と合同で開催　※生活困窮者支援について

ぱあとなあ全体会

第2回研修会

第3回研修会 10/17 初任者向け研修

第4回研修会 12/19 スーパーバイズ研修

第5回研修会 2/20 スーパーバイズ研修

成年後見活用講座 8月

成年後見人等名簿登録研修 1/22 人材育成研修修了者を対象に、名簿登録を目的にした研修会を開催する

権利擁護シンポジウム 11月頃

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農支部
東濃各社会福祉協議会　　共催

第1回運営委員会 5/16 ぱあとなあの運営に関することを検討する

第2回運営委員会 6/27 ぱあとなあの運営に関することを検討する

第3回運営委員会 10/17 ぱあとなあの運営に関することを検討する

第4回運営委員会 12/19 ぱあとなあの運営に関することを検討する

第5回運営委員会 2/20 ぱあとなあの運営に関することを検討する

第6回運営委員会 3/19 ぱあとなあの運営に関することを検討する

成年後見制度利用促進委員会 年4回 研修会、運営委員会に合わせて開催各市町より依頼があった場合に委員を派遣

家庭裁判所連絡協議会 年4回程度 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についての意見交換

家事関係機関と家庭裁判所との
連絡協議会

年1回 岐阜家庭裁判所主催

成年後見制度利用促進に関する
連絡会

年４回程度
家庭裁判所、県、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会の代表者により後見制度利用促進に関する
意見交換

全国ぱあとなあ連絡協議会 ５月 日本社会福祉士会主催

東海四県士会ぱあとなあ連絡
会

年2回 愛知・静岡・三重・岐阜県社会福祉士会ぱあとなあの連絡会

岐阜市中核機関設置検討会議 年１回 中核機関設置検討会

羽島市成年後見制度利用促進委
員会

年１回 中核機関設置に向けた協議に委員を派遣

輪之内町成年後見制度利用促進
計画策定委員会

年２回 中核機関設置に向けた協議に委員を派遣

瑞穂市地域ケア会議 隔月 中核機関設置に向けた協議に委員を派遣

各務原市アセスメント会議 毎月 協議会、アセスメント会議、マッチング会議に委員派遣

関市アセスメント会議 毎月 協議会、アセスメント会議、マッチング会議に委員派遣

山県市・本巣市・北方町アセス
メント会議

毎月 協議会、アセスメント会議、マッチング会議に委員派遣

東濃５市アセスメント会議 毎月 協議会、アセスメント会議、マッチング会議に委員派遣

日常相談 通年 5圏域において日常相談及び部員のスーパーバイザーを行う

岐阜県弁護士会との協議会 年4回 事例検討、権利擁護に関する意見交換等

高齢者虐待に関する市町村支援
チームの派遣

随時 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

ぱあとなあ岐阜情報の発行 年3回

報告書2次チェック面接 6月～8月 会員から提出された活動報告書についてのチェック。必要に応じて面接を行う

研修講師派遣 随時 成年後見や虐待対応に関する講師を派遣

報酬助成 年1回 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

事業計画、報告会の確認、ぱあとなあ運営要綱の改正について

権利擁護センターぱあとなあ岐阜

6/27

【5．権利擁護センターぱあとなあ岐阜】



子ども家庭福祉委員会

子ども家庭福祉委員会 定例会：2021年度の事業計画等について

第1回定例学習会 学習会：内容未定

子ども家庭福祉委員会 定例会：今後の学習会について

第2回定例学習会 学習会：内容未定

子ども家庭福祉委員会 定例会：なし

第3回定例学習会 学習会：内容未定

子ども家庭福祉委員会 定例会：今後の学習会について

第4回定例学習会 学習会：内容未定

子ども家庭福祉委員会 定例会：今後の学習会について

第5回定例学習会 学習会：県内の子ども家庭福祉に関する施設の見学

子ども家庭福祉委員会 定例会：2021年度の反省と2022年度の事業計画

第6回定例学習会 学習会：内容未定

障がい福祉委員会

第１回定例学習会 意見交換会

第１回定スタッフ会議 学習会の反省及び次回学習会内容の検討　他

第2回定例学習会 福祉用具について

第2回スタッフ会議 学習会の反省及び次回学習会内容の検討　他

第３回定例学習会 障害者スポーツ

第３回スタッフ会議 学習会の反省及び次回学習会内容の検討　他

第４回定例学習会 映像学習

第４回スタッフ会議 学習会の反省及び次回学習会内容の検討　他

第５回定例学習会 触法者支援

第５回スタッフ会議 学習会の反省及び次回学習会内容の検討　他

高齢福祉委員会

第1回定例会 5/12 今年度の委員会活動について　・障がい者支援法改正の内容

第2回定例会 7/10 事例検討会

第3回定例会 9/15 事例検討会 ・BCPについて

第4回定例会 11/13 事例検討会（ターミナルケア時の支援について）

第5回定例会 1/12 事例検討会 ・次年度委員会活動について

第6回定例会 3/12 事例検討会

地域福祉委員会

第1回地域福祉委員会 6月 今年度の事業及び認証研修について協議

第2回地域福祉委員会 8月 認証研修の更新の有無について検討

第1回地域福祉委員会研修会 12月 他委員会や支部と共催の形で、地域福祉多文化の研修機会を確保する。テーマ未定

医療福祉委員会

1.　2021年度医療福祉分野の認証研修　詳細打ち合わせ

2　.認証研修以外の活動について話し合い

第2回委員会 6月 2021年度医療福祉分野の認証研修　詳細打ち合わせ

第３回委員会 ８月 2021年度医療福祉分野の認証研修　詳細打ち合わせ

認定社会福祉士認証研修 10月 2021年度医療福祉分野の認証研修　開催（2日間）　会場：未定

第4回委員会 12月 2021年度医療福祉分野の認証研修　反省会

2021年度活動反省会

次年度事業計画

6月総会の
午前中

8月

12月

2月

【６．委員会活動】

第5回委員会 2月

第１回委員会(zoom)

6/19

8/21

10/16

12/18

2/19

4/18

１０月

3月



司法福祉委員会

司法福祉委員会 講演：司法福祉に関する講演会

研修会 講師：法学領域、司法福祉領域の大学教員に依頼予定　　会場：未定

災害支援委員会

第1回定例会 ６月 情報交換・活動計画

岐阜DCATビギナー研修 7月頃 岐阜県社会福祉協議会が実施する研修に参加

第2回定例会 １０月 研修・情報交換

東海４県社会福祉士会連絡相談
会

未定 東海４県災害担当理事等による意見交換

岐阜県災害福祉広域支援ネット
ワーク協議会

未定 岐阜ＤＣＡＴ締結団体等による連絡会議に災害担当理事が出席

全国社会福祉士会災害担当者会
議

未定 日本社会福祉協議会が実施する研修、会議に参加。

第３回定例会 １月 研修・情報交換

岐阜DCATアドバンス研修 ２月頃 岐阜県社会福祉協議会が実施する研修に参加

第４回定例会 ３月 年間の振り返り・次年度計画

電話、面談等による相談、対応

使用者による虐待に係る通報又は届出の受理

障がい者及び養護者への支援に関する相談対応や相談機関の紹介

1か所 市町村等虐待防止担当職員コース

3か所 管理者・障害者虐待防止マネージャーコース

岐阜県障がい者虐待防止等市町
村支援チーム派遣事業 随時

市町村の障がい者虐待の困難事例に対し、社会福祉士、弁護士を中心とした専門職をケース会議等
に派遣、助言

運営協議会の開催 年1回 県、労働局、弁護士、専門職、市町村関係者等関係機関

研修会への参加 随時 相談員・支援チーム委員のスキルアップのために研修会への参加

他団体との連携 随時 他団体開催の会議への出席、連携   岐阜県弁護士会との協議会

岐阜県障がい者差別解消支援セ
ンターとの連携

随時 岐阜県障がい者差別解消支援センターと連携をし合同研修会の開催、啓発活動等

岐阜県高齢者権利擁護センター
との連携

随時 岐阜県高齢者権利擁護センターと連携をし合同研修会の開催、啓発活動等

岐阜県社会福祉士会　権利擁護
センターぱあとなあ岐阜との連

随時 岐阜県社会福祉士会　権利擁護センターぱあとなあ岐阜と連携し、合同研修会の開催、啓発活動等

(新）出前講座 随時 自立支援協議会や事業所が開催する権利擁護や虐待防止等についての研修会に、講師を派遣

ケース会議への出席 随時 市町村等が対応している困難案件のケース会議への出席

啓発事業 通年 HPやパンフレットを活用しての啓発活動、ポスターの掲示

その他 必要に応じて

司法福祉委員会勉強会及び司
法福祉委員会拡大委員会

年3～4回程
度予定　実
施日未定

未定

相談事業 随時

岐阜県障害者虐待防止・権利
擁護研修会の開催

【７．受託事業】

今年の方針、岐阜県再犯防止推進計画を受けて、福祉の役割の検討、刑事司法と福祉の連携強化、
社会資源のネットワーク化について、学習会、事例検討等

刑事司法関係機関見学会
年4回程度予
定　実施日

未定

岐阜地方検察庁・岐阜地方裁判所・岐阜保護観察所の施設見学、業務の説明、資料展示、裁判傍聴
（半日コース、１日コースを検討）

岐阜県障害者権利擁護センター



相談事業

関係機関等へ法律の普及啓発 通年 公的機関・福祉関連機関等との連携および差別解消法についての啓発活動

教育機関等との連携 通年 情報交換および啓発等の協力依頼・連携

相談事例データベースの管理 通年 市町村・センターで対応した相談案件をもとに情報収集・整理分析

専門性向上のための研修会へ
の参加

随時 スキルアップ研修会等への参加

その他 通年 ホームページの管理

高齢者権利擁護センター

相談事業 通年 電話、面談等による相談、対応

高齢者虐待対応研修会（初任者）

高齢者虐待対応研修会（現任者）

高齢者権利擁護研修会の開催
(仮)

１回 高齢者の権利擁護に関する研修会

高齢者虐待等に関する市町村
支援チーム派遣事業

随時 市町村の高齢者虐待の困難事例に対し、社会福祉士、弁護士を中心とした専門職をケース会議等に派遣、助言

研修会への参加 随時 相談員のスキルアップのために研修会への参加

随時 高齢者本人やその家族等からの、高齢者虐待に関する相談に対する市町村との連絡調整

随時 障がい者差別解消支援センター、障害者権利擁護センターと連携し、合同研修会の開催・啓発活動等

虐待防止のための研修等への
講師派遣

随時 虐待防止のための研修会等への講師派遣

広報・啓発事業 通年 HP等を活用しての啓発活動、ポスターの掲示、リーフレットの配付

その他 必要に応じて

電話、面談、訪問等による相談業務。相談案件を県へ報告（随時）
運営状況については半期ごとに報告、市町村等関係機関との情報共有、地域・専門機関・相談機関
等と連携し、関連機関を紹介、相談記録のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化

労働局との連携 通年
民間事業者と相談者が雇用関係にある場合は雇用促進法の範疇であるが、差別解消法にも抵触する
ため、双方の理解促進のため連携・協働する

岐阜県弁護士会との連携 年2回 困難事例等に対し、専門的見地から助言指導を受け、勉強会により専門的知見を向上させる

通年
市町村職員（全域・各市町村個別に）に対し出前講座を行う。また、相談機関相談員に対し出前講
座等における啓発活動

岐阜県障がい者差別解消センター

関係機関との連携・連絡調
整、情報収集等

岐阜県障害者差別調整委員会
の開催

年1回、困難
事例は随時

高齢者虐待対応研修会の開催 2回

民間事業者へ法律の普及啓発 通年

市町村職員、各相談機関相談
員等への研修会実施

商工会議所・金融機関・経営者協会等にパンフレット等配布による啓発および、出前講座やセミ
ナー等へ参加の呼びかけ

センターの運営状況報告及び、課題についての検討、相談者からのあっせんの申請があった場合、
随時調整委員会を開催する

通年

岐阜県障害者権利擁護セン
ターとの連携

随時 岐阜県障害者権利擁護センターと連携し合同研修会を開催、啓発活動を行う


