2007年度 事業活動報告
特定非営利活動法人 日本ソーシャルワーカー協会
内容
行事
開催年月日・場所
年次総会宮城大会 ２００７年５月１２日、１３日 テーマ；「日本のソーシャルワーク・地域・写生・子育て」
（主管；宮城ＳＷ協会 エルパーク仙台１４１ビル 5月12日 第１回 理事会
基調講演「地域で社会福祉をどう育てるか」
日本社会事業大学 学長 大橋謙策先生
（併催）
理事会（旧、新）
各種委員会
ワークショップ

備考
概要は会報８月号に掲載

シンポジウム：「女性と社会」
座長：東北福祉大学 教授 小笠原浩一先生
シンポジスト：青森ＳＷ協会会長 田中弘子先生
福島支部 副会長 黒須敦子先生
宮城・さくらハイツ施設長 大塚憲治先生
理事会（地方・全国推薦）
5月13日 記念講演「これまでの６０年・これからの社会福祉」
日本ソーシャルワーカー協会会長 仲村優一先生
総会；
新理事会
各種委員会
研修委員会主催「ワークショップ」
福祉情報の発信〜福祉情報と教材の作り方〜
研修委員会委員長 岡本民夫先生

◎社会福祉及びソーシャルワークに関するセミナー、各種研修会事業
地方代表者会議
公開講座

（併催）
全体会
各種委員会

２００７年９月８日・９日
ホテル 機山館

9月8日 第２回 理事会
基調講演「社会福祉士法改正に伴う養成・任用・確保システム
の新段階」
日本社会福祉士養成校協会会長・
大阪市立大学大学院教授 白澤 政和先生
シンポジウム「社会福祉士法改正に伴う養成・任用・確保システム」
コーディネーター；日本ＳＷ協会 副会長 大友崇義氏
シンポジスト；「経営・実践の立場から」
（社福）青葉学園長 神戸信行氏
（社福）サンシャイン会 施設長 川西 基雄氏
（社福）同愛会理事長 高山和彦氏
「職能団体の立場から」
いけだ後見支援ネット代表 池田 恵利子氏
9月9日 全体会議
各種委員会

会員６０名
非会員１５名
概要は会報１０月号に掲載

概要は会報１２月号に掲載

行事
新春福祉交流会

開催年月日
２００８年１月１２日・１３日
大阪ガーデンパレス

（併催）
理事会
各種委員会

内容
1月12日 新春福祉交流セミナー
テーマ
「関西からの発信！日本的なソーシャルワーク実践を求めて」
基調講演「私が出会った人、福祉、ソーシャルワーク」
大阪ボランティア協会理事長・
九州保険福祉大学 教授 岡本栄一氏
シンポジウム「日本的なソーシャルワークとは何か〜現場から〜」
コーディネーター；日本ＳＷ協会 副会長 大塚 保信氏
シンポジスト
（社福）こころの家族 理事長 尹 基氏
（社福）聖家族の家 理事長 中田 浩氏
植村牧場株式会社 代表取締役 黒瀬 礼子
（社福）石井記念愛染園西成市民館 館長 河崎 洋充氏
1月13日 各種委員会
第３回理事会

備考
会員３８名
非会員２６名

８委員会開催

◎同種の目的を有する国内外とのネットワーク構築事業
社専協代表者会議 （幹事団体：日本SW協会）
報告事項
第１回
２００７年４月１３日（金）
四谷福祉会議室

第２回

第３回

仲村会長、鈴木副会長、
岩﨑副会長、佐藤事務局長

協議事項

２００７年６月２２日（金）
四谷福祉会議室

報告事項

仲村会長、岩﨑副会長
佐藤事務局長

協議事項

２００７年９月１４日（金）
四谷福祉会議室

報告事項

主たる議題
①構成団体の活動状況・・・日本ＣＳＷ協会、日本ＭＳＷ協会、日本PSW協会、日本SW協会
②IFSW,アジア太平洋地域の「ニュースレター」掲載記事に関する回答
①日本PSW協会木村理事・・・SWの定義に関する国際セミナーをシンポジウム形式で開催する案
②社専協、倫理綱領英訳作業委員会（仮称）のメンバーについて、今後の作業方針の提案③アジア太平洋地域会議情報・・・ツアー
の企画④IFSW関連・・・イレーナー・センドラー氏のノーベル平和賞推薦要請⑤ロシアにおけるアジア太平洋会議
①構成団体の活動状況・・・日本ＣＳＷ協会、日本ＭＳＷ協会、日本PSW協会、日本SW協会
②(A ) 国際Ｓｗセミナー実行委員会報告(B)社専協倫理綱領英訳委員会報告（Ｃ）ハンセン部会報告
①ＩＦＳＷアジア太平洋地域会議・マレーシア会議について

①構成団体の活動状況・・・日本ＣＳＷ協会、日本ＭＳＷ協会、日本PSW協会、日本SW協会
②IFSW,アジア太平洋地域会議、マレーシア会議の報告③２００９年ＩＦＳＷアジア太平洋地域会議開催地：フィリピン
鈴木会長、大友副会長
④社専協倫理綱領英訳作業委員会報告④国際ＳＷセミナーに関する報告
岩﨑理事、駿河事務局員
協議事項 ①社専協当番団体の変更②ハンセン病に関する請願書署名協力について
③国際ＳＷセミナー（１０月２０日）・・・後援依頼内容、当日運営・協力依頼
第４回
２００７年１１月１２日（月） 報告事項 ①構成団体の活動状況・・・日本ＣＳＷ協会、日本ＭＳＷ協会、日本PSW協会、日本SW協会
②幹事団体引継における報告事項③ＩＦＳＷ関連事項（Ａ）国際ＳＷセミナー報告（Ｂ）倫理綱領英訳作業の進捗状況報告（Ｃ）０９
日本ＣＳＷ会事務局会議室
年度ＩＦＳＷアジア太平洋地域会議開催地選出状況報告④「社会福祉士および介護福祉士法の一部改正する法律」（案）審議状況
（幹事団体：日本ＣＳＷ会）
鈴木会長、岩﨑理事
協議事項 ①ＩＦＳＷ会長ディビット・ジョーンズとの打合せ事項（Ａ）アジア太平洋地域におけるＳＷのネットワーキング（Ｂ）ＳＷの基金創出
駿河事務局員
（Ｃ）会計担当理事②ＩＦＳＷ総会および世界会議（ブラジル）ツアーの企画③ハンセン委員会来年度事業計画
第５回
２００７年１１月１２日（月） 報告事項 ①構成団体の活動状況・・・日本ＣＳＷ協会、日本ＭＳＷ協会、日本PSW協会、日本SW協会
②社専協規程類の確認③ハンセン委員会来年度事業予算④賀詞交歓会
日本ＰＳＷ協会事務局
（幹事団体：日本ＣＳＷ会） 協議事項 ①スクールソーシャルワーカー活用事業に関する要望
鈴木会長、岩﨑理事
②ＩＦＳＷ関連事項（Ａ）ＩＦＳＷ総会および世界会議（ブラジル）ツアー企画（Ｂ）世界ソーシャルワーク・デー企画
駿河事務局員
（Ｃ）ＩＦＳＷおよびＩＡＳＳＷにおけるソーシャルワークの定義等
主たる議題
ソーシャルケアーサービス従事者研究協議会
①大阪市福祉人材養成連絡会議の活動②福祉士の雇用実態・雇用ニーズに関する調査報告③当会の業務委託④「日本ソーシャルワーク研究・
第１回
２００７年４月１６日（月）

四谷福祉会議室

第２回

教育・実践の６０年」の刊行

２００７年７月６日（金）
日本社会福祉士会

第３回
第４回
臨時会議
新年賀詞交歓会

２００７年１０月５日（金）
四谷福祉会議室（鈴木、大友）
「社会福祉士および介護福祉士法改正」に伴う緊急アピールを実施する。ＳＣＳ従事者研究協議会構成団体が連名による文案の検討
２００７年１２月３日（月）
四谷福祉会議室（鈴木、大友、駿河）社会福祉士会、社養協、養成校協会が中心となり、国、都道府県、政令指定都市に対するアピールを行う。ＳＷ協会も各地区で協働する。
２００７年１２月１７日（月） 「社会福祉士および介護福祉士法改正」に伴う緊急アピール・・・文案の再検討（ＳＣＳ従事者研究協議会構成団体が連名して）
四谷福祉会議室（大友、駿河）
2007年12月28日 「社会福祉士養成課程における教育内容等の見直し案について」のパブリックコメント（１月１０日締め）について、常任理事各位に要請
仲村名誉会長、鈴木会長、大友副会長、星野理事が出席
２００８年１月３０日（水）
2007年11月13日 構成団体負担金として５万円負担振込（１１月９日常任理事会承認）

◎会報、出版、ホームページ等による普及啓発事業
会報

主たる記事
発行月
４月号（第４８号、通巻９８号）地方自治体と社会福祉機構の必要（社会福祉提言委員会）
特集１ 児童虐待にとりくむ最前線から・・・笠井友治郎氏「児童相談所における児童虐待の現状」
・・・前田徳晴氏「虐待をうけた子どもの養護をめぐって」
特集２ 新春交流セミナー福祉新聞に掲載
私はソーシャルワーカー（上田 卓氏、土屋方人氏）、会員だより（鈴木清氏、根津 敦氏）、新入会員紹介（原 信子氏、工藤隆治氏）、事務局だより
６月号（第４９号、通巻９９号）高齢者の在宅生活と社会福祉施設のシームレス化を図れ！（社会福祉提言委員会）
新会長あいさつ・・・鈴木五郎新会長「日本の社会福祉はこれでいいのか」
２００７年度年次総会宮城大会報告・・・仲村会長「記念講演；これまでの６０年・これからの社会福祉」
ワークショップ報告・・・岡本民夫研修委員長「情報開発のためのワークショップ」
福祉新聞に掲載される・・・年次総会宮城大会記事
２００７年度総会報告概要（事業計画、各種委員会事業計画、新役員選出承認）
２００７年度第１回理事会報告概要
新入会員紹介（武田 丈氏、村上須賀子氏）、 地方だより・・・神田均氏「静岡県ソーシャルワーカー協会の歩み」
国際情報・・アジア太平洋地域会議；開催地マレーシア・クアラルンプール事務局だより・・・事務所移転のおしらせ
８月号（第５０号、通巻１００号「ソーシャルワーカー協会機関誌１００号」の歴史的意味と今後の課題（広報委員長）
第１００号発刊によせて・・・日本ＣＳＷ会長村尾俊明氏、日本ＭＳＷ協会長笹岡真弓氏、日本PSW協会長竹中秀彦氏
社会福祉利用者の権利擁護は・・・土橋敏孝氏「日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）について」
・・・星野晴彦氏「苦情の構造とマネジメント〜ソーシャルワークの視点より〜」
２００７年度宮城大会基調講演・・・大橋謙策氏「地域で社会福祉をどうそだてるか」
国際情報・・・岩﨑浩三氏「ﾛｼｱの国際フォーラムに参加して 地方代表者会議日程（９月８日〜９日）
、事務局だより
１０月号（第５１号通巻１０１号「社会福祉はこれでいいのか（社会福祉提言委員会）」
〜社会福祉士法改正に伴う養成・任用・確保システムの新段階〜
公開講座 基調講演・・・白澤 政和氏「社会福祉士法改正に伴う養成・任用・確保システムの新段階」
会員だより・・・西野昭政氏「大阪企業人権協議会の活動について」
新入会員紹介（伊林裕介氏、渡辺典子氏）
２００７年度第２回理事会報告、２００７年度地方代表者会議報告、国際だより・・・ＩＦＳＷアジア太平洋地域会議報告
２００８年度新春交流会開催予告、事務局だより
〜生活保護行政の統治システムとソーシャルワーク〜
１２月号（第５２号通巻１０２号「社会福祉はこれでいいのか（２）（社会福祉提言委員会）」
公開講座 シンポジウム「社会福祉士法改正に伴う養成・任用・確保システムの新段階」・・・大友崇義氏（コーディネーター）、
・・・神戸信行氏、川西基雄氏、高山和彦氏、池田恵利子氏

特集 ソーシャルワークが展開できるシステム作り〜人材養成の立場から〜
・・・中村敏秀氏 「大学におけるソーシャルワーカー要請の課題
「ＮＡＳＷ ソーシャルワーク人事実施に関する基準」より人材養成を捉えなおす（星野晴彦氏）
私はソーシャルワーカー（石井勲氏）、国際ソーシャルワーカーセミナー開かれる（１０月２０日、２１日）、事務局だより
２月号（第５３号通巻１０３号）「社会福祉はこれでいいのか（３）（社会福祉提言委員会）」 〜社会福祉士法改正社会福祉士の専門性と統治性〜
特集 障害者自立支援法下での施設経営・・・谷 みどり氏「自立支援法下でのＮＰＯ法人「居宅介護事業者」の状況
・・・冨永健太郎氏「障害程度区分は質のよいサービスの提供を阻害してはいないか」
スクールＳＷ活用事業に関する要望。書評。会長が「今月のトップ登場」に。社会福祉士及び介護福祉士法改正・・・衆議院附帯決議
特別寄稿・・・岩﨑浩三氏「変わるヨーロッパのソーシャルワーク教育」、活動報告・・・田中弘子氏他「今こそソーシャルワーク」
私はソーシャルワーカー（永見芳子氏）、新入会者紹介（吉田芳代氏）、第３回理事会報告、社専協第５回会議報告、国際だより、事務局だより

ホームページ掲載 更新・アップ月日
2007/11/8
2007/11/17
2007/11/27
2007/11/30
2007/12/8

2007/12/14
2007/12/20
2008/1/9
2008/1/13
2008/1/15
2008/1/24
2008/2/7
2008/2/14
2008/2/26
2008/3/20
2008/3/22
2008/3/27

更新・アップ内容
定款（事務局住所移転に伴う変更）、組織図（新役員）の更新
最新のニュースを整理
「おしらせ」を追加アップ
「理事会報告」を追加アップ・・・第２回理事会報告アップ。地方代表者会議報告アップ
ＩＦＳＷ倫理綱領を差し換えアップ
「提言」を追加アップ・・・ＮＰＯとしての新たな地平を目指す「社会福祉提言委員会」の設置
〜変動する社会福祉情況に会員の創意を踏まえた新しい切り口の提言を展開〜（会報１２月号、第４６号）
・・・「現場に立脚した政策決定方式の確立」〜合成の誤謬の克服を目指して〜
（会報２月号；第４７号）
・・・地方自治体と社会福祉寄稿の必要 （会報４月号、第４８号）
・・・高齢者の在宅生活と社会福祉施設のシームレス化を図れ！ （会報６月号、第４９号）
・・・「社会福祉はこれでいいのか」 〜社旗福祉士法改正に伴う養成・任用・確保システムの新段階〜（会報１０月号、第５１号）
「お知らせ」に追加アップ・・・ＩＦＳＷ世界会議２００８が開催されます。
「お知らせ」に追加アップ・・・ＩＦＳＷ世界会議２００８ 主催者よりあいさつ
「最新のニュース」にアップ・・・福祉新聞に掲載された鈴木会長の新年挨拶
「提言」を追加アップ・・・「社会福祉はこれでいいのか（２）」 〜生活保護行政の統治システムとソーシャルワーク（会報１２月号、第５２号）
「変わるヨーロッパのソーシャルワーク教育（訳）岩﨑浩三氏訳
「お知らせ」に追加アップ・・・２００８年度年次総会北海道大会開催予告案内
「ニュース」・・・２００７年度新春福祉交流セミナー開催されました。
ソーシャルワークのグローバル基準（訳）を更新（差し換え）
「私はソーシャルワーカー」の追加アップ
お知らせ」に追加アップ・・・スクールソーシャルワーカー活用事業の要望について
・・・香川県ドーシャルワーカー協会設立２０周年記念式典・講演が３月１日（土）に開催されます。
「提言」を追加アップ・・・「社会福祉はこれでいいのか（３）」 ー社会福祉士法改正と社会福祉士の専門性と統治ー
変わるヨーロッパのソーシャルワーク教育
年次総会北海道大会の開催案内・参加申込をアップ
「ニュース」・・・青森県ソーシャルワーカー協会活動報告

◎ソーシャルワーク実践に関する調査研究事業
機関誌の発行

ソーシャルワーカー第１０号主たる内容
特集 社会福祉専門職制度の動向と課題〜２００６年度新春交流セミナー・シンポジウム〜
２００８年７月発行
実践事例研究・・・ある妄想症の母親と娘の事例
２００８年１０月配布
投稿論文・研究ノート・・・１）歴史を行うー専門職実践の過去と現在
・・・ ２）ＩＦＳＷの５０年

ブック・レビュー

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

３）学齢期にある障害児を持つ母親が感じる生活困難に関する質的研究
４）ソーシャルワーク視点に基づいた児童生徒支援モデル
５）日本におけるソーシャルワーカーの類型と専門教育の課題
１）「ソーｓたるワーク実践スキルの実証的研究ー精神障害者の生活支援に焦点をあててー
２）「フィールドワークー書をもって街に出ようー」

