Ⅰ 公益目的事業
１ 社会福祉の援助を必要とする県民の生活と権利擁護に関する相談・情報提供事
業
（１）社会福祉に関する講演会、セミナー等の開催
①社会福祉セミナーの開催

・コロナ禍の影響もあり開催しなかった。

②社会福祉に関する講演会
の開催、講師派遣

・講演会の開催、講師派遣は依頼がなかったため行わ
なかった。

（２）県民の福祉に関する相談への対応
①各地域での相談会への参 ・コロナ禍の影響もあり、各種相談会等は中止となり
加、協力（地区支部・県
参加できなかった。
民福祉相談委員会）
②電話等での相談への対応

・事務局での新規相談対応が 10 件あり、他に２件は
継続的に電話があり、対応した。
③高齢者・障害者虐待対応 ・鹿児島県弁護士会と協定を結び、２市と契約。
専門職チームの活動（権 ①いちき串木野市：相談０件
利擁護委員会）
②鹿児島市：相談２件（会議参加）
③弁護士会との打ち合わせを実施した。
日 程：2022 年１月 21 日（金）
参加者：西野浩朗委員長・須藤事務局長
２ 県民の社会福祉に関する知識及び技術の普及・啓発に関する事業
（１）成年後見制度の普及・啓発に関する活動
①成年後見制度活用講座の ・コロナ禍の影響もあり開催しなかった。
開催（ぱあとなあ鹿児
島）
②家庭裁判所への後見人等 ・ぱあとなあ鹿児島の名簿登録者：116 名
の推薦
・家庭裁判所からの後見人等推薦依頼は 84 件あり、
うち９件は推薦者がなかった。
・法人後見を新たに１件受任し、法人後見は２件受任
となった。
③成年後見制度に関する研 ・成年後見センター講座（鹿児島市社会福祉協議会）
修会への講師派遣
日 程：11 月 20 日（土）
派遣者：毛利満則会員
日 程：11 月 30 日（火）
派遣者：牧山千鶴子会員
④名簿登録研修の開催
・名簿登録研修
日 程：2022 年３月 20 日（日）
参加者：15 名（成年後見人材育成研修修了者）
（２）権利擁護に関して鹿児島県弁護士会、鹿児島県司法書士会等他団体との連携
による活動
①鹿児島県弁護士会との事 ・オンラインを活用しながら５回実施した。
例検討会（２カ月に１回） 実施日：①７月 20 日（火）②９月 21 日（火）
（ぱあとなあ鹿児島）
③11 月 24 日（水）④１月 26 日（水）
⑤３月 24 日（木）

②障害者・高齢者虐待対応
専門職チームの活用促進

・契約市町村２件。
①いちき串木野市：対応なし。
②鹿児島市：会議参加２件。
・活動について弁護士会との打ち合わせ
日 程：2022 年１月 21 日（金）
場 所：鹿児島県弁護士会
参加者：西野委員長、須藤事務局長

③検察庁や鹿児島県弁護士
会との連携による被疑者
・被告人段階での福祉的
支援についての対応

・検察庁から５件相談あり、５件に対して社会福祉ア
ドバイザーを派遣した。
・弁護士会から４件相談あり、１件に対して社会福祉
アドバイザーを派遣し、３件については電話での対
応を行った。
・弁護士会刑事弁護委員会担当者と、打ち合わせを実
施し、対応について協議した。
①５月 14 日（金）②９月 16 日（木）③１月 13 日
（木）④２月 18 日（金）⑤３月 16 日（水）
参加者：田中正信理事、德田会員、須藤事務局長
・アドバイザーとの打ち合わせを２回実施した。
日 時：５月 18 日（火）
参加者：天羽浩一会員、牛山直美会員、木場秀逸会
員、田中正信理事、德田英幸会員、須藤奈
津子事務局長
日 時：2022 年３月 17 日（木）18 時 00 分～
19 時 00 分
参加者：天羽浩一会員、牛山直美会員、木場秀逸会
員、德田英幸会員、新田貢会員、毛利満則
会員、須藤事務局長

３

福祉サービスの質の向上及び評価等に関する事業

①第三者評価の実施（８事
業所）

②評価調査者研修の開催

・社会的養護関係施設（１事業所）
①鹿児島自然学園
・福祉サービス事業所（７事業所）
①リハステーションゆす②障害者支援施設ゆすの里
③障害者支援施設川内自興園④養護老人ホーム慈眼
寺寿光園⑤デイサービスセンターわかまつ園（５件
終了）
⑥障害者支援施設愛光園⑦障害者支援施設吉田愛青
園（2022 年度まで継続して実施）
・鹿児島県が実施する継続研修に参加した。
参加者：有木保幸会員、今村英幸会員、川原園淳一
会員、藤岡芳昭会員、松ヶ角弘樹会員、松久保和俊
会員、向井康子会員、久保義弘会員、山下侯人会
員、豊留満代会員

③評価調査者の人材育成

・鹿児島県が実施する継続研修に参加した。
・全国社会福祉協議会主催の養成研修に参加し５名の
評価調査者を養成した。（牛山直美会員、上園卓哉
会員、田中正信会員、東和沖会員、森元美隆会員）
・全国社会福祉協議会主催の継続研修を６名が受講し
た。（下名浩介会員、下名照代氏、豊留満代会員、
松ヶ角弘樹会員、向井康子会員、山下侯人会員）

４ 福祉専門職の養成及び技術の向上に関する事業
（１）基礎研修
①基礎研修Ⅰ（研修委員
・修了者：25 名
会）
・集合研修日程：①10 月９日②2022 年２月５日
（いずれも土曜日）
・会 場：県社会福祉センター会議室及びオンライン
（ＺＯＯＭ）
②基礎研修Ⅱ（研修委員
・修了者：25 名
会）
・集合研修日程：①５月 15 日②６月 19 日③７月 17
日④８月 21 日⑤９月 25 日⑥10 月 23 日⑦11 月 20
日⑧12 月 18 日⑨2022 年１月 22 日⑩２月 19 日
⑪３月 19 日（すべて土曜日）
・会 場：県社会福祉センター会議室及びオンライン
（ＺＯＯＭ）
③基礎研修Ⅲ（研修委員
・修了者：15 名
会）
・集合研修日程：①５月 15 日②６月 19 日③７月 17
日④８月 21 日⑤９月 25 日⑥10 月 23 日⑦11 月 20
日⑧12 月 18 日⑨2022 年１月 22 日⑩２月 19 日
⑪３月 19 日（すべて土曜日）
・会 場：県社会福祉センター会議室及びオンライン
（ＺＯＯＭ）
（２）各種研修会の開催
①地区支部での研修会の開 ・鹿児島地区支部
催（地区支部）
①６月 27 日（日）（ＺＯＯＭ）
岡江氏による講義とグループワーク
②2022 年３月 20 日（日）
オンライン座談会
・大隅地区支部
①11 月 13 日（土）受講者約 30 名
・鹿児島県のユニバーサルツーリズム事業について
講 師：ＮＰО法人 e ワーカーズ鹿児島代表
紙屋久美子氏
・コロナ禍の社会参加支援の取組みについて
講 師：津代幸一郎会員
②2022 年２月 19 日（土）（曽於ブロック）受講者約
20 名

・新型コロナと社会福祉士の役割について
講 師：田中良二会員
・霧島・姶良地区支部
①2022 年１月９日（日）参加者９名
・コロナ禍は本当に社会にマイナスなことだけなの
か？
・大島地区支部
地区支部会議・地区支部研修
①10 月 23 日（土）定例会・会員研修
・中核機関設置運営業務について
講 師：山田隆之会員
②11 月 20 日（土） 定例会・会員研修
・あなたの町の繋がるをプロデュース～チームせと
うち我が事・丸ごと支え愛活動から～
講 師：榮益宏会員
③12 月 18 日（土）定例会
④2022 年１月 15 日（土）
・被災地におけるソーシャルワーク～福祉支援の必
要性～
講 師：Office SONOZAKI 園崎秀治氏
②社会福祉士初任者研修の ・テーマ：現場での支援を振り返る
開催
講 師：坂井明弘会員
ファシリテーター：德田英幸会員
１回目：６月 27 日（日）参加者：４名
２回目：10 月 30 日（土）参加者：２名
３回目：2022 年１月 30 日（日）参加者：５名
いずれも時間は 13 時 30 分～15 時 30 分
③社会福祉に関する各種研 ・認定社会福祉士制度研修
修会の開催
・成年後見人材育成研修（ソーシャルワーク機能別科
目群：後見制度の活用（成年）：２単位）を受け、
４日間の研修を実施。
日 程：10 月２日（土）・３日（日）
12 月 11 日（土）・12 日（日）
修了者：14 名
④各種研修に関する講師派 ・名 称：鹿児島県介護実習・普及センター介護職基
遣
礎研修（３回）
派遣者：末吉晃人会員
・名 称：社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会令和
３年度福祉職場就職支援講座
派遣者：向井康子会員
・名 称：社会福祉法人ひまわり福祉会職場学習会
①記録の書き方・事例検討の進め方
②虐待防止・リスクマネジメント

派遣者：田島裕太会員（２回）
・九州保健福祉大学実習巡回指導講師
派遣者：牛山直美会員・田島裕太会員・松ヶ角弘樹
会員
・名 称：鹿児島県介護実習・普及センター令和３年
度介護教室派遣事業講師
派遣者：末吉晃人会員
・名 称：社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会成年
後見センター講座
①後見人の業務について
派遣者：毛利満則会員（ぱあとなあ鹿児島）
②後見人活動の実際
派遣者：牧山千鶴子会員（ぱあとなあ鹿児島）
・名 称：一般社団法人アポロ職員研修
権利擁護と相談援助スキルの向上
派遣者：牧山千鶴子会員
・名 称：株式会社カクイックスウィング快護生活フ
ェス！オンライン特別セミナー講師
派遣者：岡山隆二会員
・名 称：社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会令和
３年度福祉サービス利用支援事業利用支援員研修会
①肝付・曽於：森元美隆会員
②姶良・伊佐：毛利満則会員
③大島：松元三津代会員
④鹿児島・南薩・熊毛：毛利満則会員
⑤川薩・出水：下名浩介会員
・名 称：社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会
要約筆記者養成講習会
派遣者：横溝和恵会員
・名 称：鹿児島県高齢者虐待対応実務者会議講師
日 程：2022 年２月７日（月）～18 日（金）
５日間（オンデマンド）
派遣者：西野浩朗委員長
⑤ＩＣＴを活用した研修提 ・日本社会福祉士会 e‐ラーニングの負担金を本会で
供体制基盤構築への参加
負担し、会員が無料または定額で活用できるように
した。あわせて事務局だよりで案内した。
・ＺＯＯＭによる各種研修及び会議を実施した。
・地区支部でのＺＯＯＭの活用については、事務局と
協力しながら地区支部研修を実施した。
（３）各種会議・研修への参加
①日本社会福祉士会関連の ・全国生涯研修委員会議（オンライン）
各種会議、研修への参加
日 程：４月 11 日（日）
支援
参加者：毛利美希研修委員長

・生涯研修センター協議会（オンライン）
日 程：５月８日（土）
参加者：田中正信理事
・ぱあとなあ活動報告ＩＴ化説明会（オンライン）
日 程：５月 22 日（土）
参加者：藤岡芳昭委員長、向井康子副委員長、須藤
奈津子事務局長
・全国生涯研修委員会（オンライン）
日 程：10 月 17 日（日）
参加者：毛利美希委員長
・ぱあとなあ運営協議会（オンライン）
日 程：11 月６日（土）
参加者：藤岡芳昭委員長
②九州・沖縄ブロック関連 ・九州・沖縄ブロック研修委員会（オンライン）
の各種会議、研修への参
日 程：11 月 21 日（日）13 時 30 分～15 時 30 分
加支援
参加者：米倉治美理事、毛利美希委員長
・九州・沖縄ブロックぱあとなあ会議（オンライン）
日 程：12 月 11 日（土）13 時 00 分～15 時 30 分
参加者：有木保幸副会長、藤岡芳昭委員長、向井康
子副委員長
③その他会議、研修等への ・特になかった。
参加支援
５ 社会福祉に関する調査研究に関する事業
①調査研究に関する事業の ・コロナ禍の影響もあり、活動が実施できなかった。
実施（調査研究委員会）
６ 日本社会福祉士会及び社会福祉に関する他の関係団体との連携に関する事業
①研修会、講演会等の共催 ・コロナ禍の影響で研修会、講演会等の共催は行わな
かった。
②研修会、講演会等の後援

・主 催：鹿児島県障害者スポーツ協会
名 称：鹿児島県障がい者スポーツ普及プロジェク
ト障がい者スポーツ教室・ボッチャ審判講
習会
日 程：７月から希望に応じて２～３回程度実施
・主 催：鹿児島県社会福祉法人経営者協議会
名 称：第９回鹿児島県社会福祉法人経営者大会
日 程：12 月７日（火）
オンライン（ＺＯＯＭ）開催
・主 催：一般社団法人日本福祉用具供給協会
名 称：快護生活フェス オンライン特別セミナー
from かごしま
日 程：11 月 23 日（火・祝）
ストリーミング配信によるオンライン開催

③各種委員等の推薦、派遣

○委員等推薦
・名
称：社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会
権利擁護センター運営委員会
（2021 年４月～2023 年３月）
被推薦者：鶴原里志会員
・名
称：社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会
権利擁護センター受任審議会
（2021 年４月～2023 年３月）
被推薦者：向井康子会員（ぱあとなあ鹿児島）
・名
称：鹿児島市成年後見制度推進協議会委員
（2021 年５月～2023 年４月）
被推薦者：向井康子会員（ぱあとなあ鹿児島）
・名
称：姶良市地域福祉計画策定委員会委員
（2021 年６月～2023 年５月）
被推薦者：牧山千鶴子会員
・名
称：社会福祉法人鹿児島県共同募金会共同募
金配分委員会
（2021 年６月～2023 年６月）
被推薦者：田中正信理事
・名
称：公益社団法人日本社会福祉士会実践研究
推進プロジェクトチーム委員
被推薦者：久留須直也会員
・名
称：鹿児島市高齢者の安全対策委員会委員
（2021 年６月～2023 年５月）
被推薦者：田中正信理事
・名
称：社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会地
域福祉活動計画推進委員会
（2021 年４月～2023 年３月）
被推薦者：東和沖会長
・名
称：指宿市民生委員推薦会委員
（2021 年４月～2024 年３月）
被推薦者：原田啓介会員、田中美穂子会員
・名
称：湧水町いじめ問題対策委員会委員
（2021 年４月～2023 年３月）
被推薦者：井手迫奈央会員
・名
称：出水市高齢者虐待防止ネットワーク推進
協議会委員
（2021 年 7 月～2023 年６月）
被推薦者：永長修一会員
・名
称：奄美広域権利擁護ネットワーク協議会委
員
（2021 年 7 月～2023 年３月）
被推薦者：原口洋一郎会員、行勝代会員

・名

称：鹿児島市民生委員推薦会委員
（2021 年７月～2024 年６月）
被推薦者：田中正信理事
・名
称：垂水市いじめ問題調査委員会委員
（2021 年７月～2023 年３月）
被推薦者：滝沢直子会員
・名
称：社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会鹿
児島県福祉人材研修センター運営委員
（2021 年６月～2023 年３月）
被推薦者：須藤奈津子事務局長
・名
称：公益社団法人曽於医師会曽於地区在宅医
療介護連携推進事業委員
（2021 年８月～）
被推薦者：新川好敏会員
・名
称：鹿児島県高齢者虐待防止推進会議
（2021 年９月～2023 年８月）
被推薦者：福田竜光理事
・名
称：南さつま市成年後見利用促進協議会委員
（2021 年 11 月～2023 年３月）
被推薦者：有木保幸会員（ぱあとなあ鹿児島）
・名
称：姶良市地域包括支援センター運営協議会
委員
（2021 年 10 月～2024 年３月）
被推薦者：黒岩尚文会員
・名
称：姶良市生活支援体制整備事業第 1 層協議
体委員
（2021 年 10 月～2024 年３月）
被推薦者：大山朝子会員
・名
称：鹿児島県認知症総合支援対策促進協議会
委員
（2021 年 10 月～2024 年９月）
被推薦者：有木保幸副会長
・名
称：社会福祉法人鹿児島県共同募金会共同募
金広域負担検証委員会委員
被推薦者：田中正信理事
・名
称：南九州市権利擁護協議会委員
（2022 年１月～2023 年３月）
被推薦者：上村重弘会員（ぱあとなあ鹿児島）
〇会議等
・名 称：鹿児島市成年後見センター専門ケース会議
①５月 27 日（木）②６月 24 日（木）③９月 29 日
（水）④12 月 23 日（木）⑤2022 年１月 25 日(火）
参加者：向井康子会員、五反田勝治会員、池田友紀

会員、須藤奈津子事務局長
④ソーシャルワーカーデー ・コロナ禍の影響により、ソーシャルワーカーデーの
に関する行事の共催
開催はなかった。
⑤鹿児島県ソーシャルワー ・コロナ禍の影響により、協議会の開催はなかった。
カー４団体連絡協議会へ
の参加
７ その他公益目的を達成するために必要な事業
（１）鹿児島県地域生活定着支援センター事業
①コーディネート・フォロ ・コーディネート業務
ーアップ・相談支援業務
新規：17 件、終了：21 件、支援継続中：７件、令
の実施
和２年度からの継続：11 件
・フォローアップ業務
新規：21 件、終了：20 件、継続中：43 件、令和２
年度からの継続：42 件
・相談業務
新規：２件、終了：０件、継続中：７件、令和２年
度からの継続：５件
②地域生活定着支援センタ ・日 時：2022 年２月 25 日（金）13 時 20 分～
ーセミナーの開催
17 時 00 分
・場 所：オンライン
参加者：45 名
基調講演
「地域で暮らす“ひとり”を大切にして、“ひと
り”が大切にされる地域を目指して」
講 師：空閑 浩人氏（同志社大学社会学部社会福
祉学科教授）
グループディスカッション
「“ひとり”を大切にする～私たちに求められる使
命と果たすべき役割～」
ファシリテーター：坂井 明弘氏（（株）ＣＡＲＥ
＆ＳОＮＳ 地域密着型複合ケアホームよかよか
ん代表）
③その他必要な事業
①全国地域生活定着支援センター協議会総会
６月 25 日（金）（オンライン）
②九州ブロックセンター長会議（４回開催）
８月６日（金）（オンライン）
９月 17 日（金）（オンライン）
11 月 29 日（月）（オンライン）
2022 年２月 16 日（水）（オンライン）
③第１回鹿児島県再犯防止推進会議（鹿児島市）
11 月８日（月）
④社会福祉士会受託センター研究協議会
９月 21 日（火）（オンライン）
⑤全国地域生活定着支援センター協議会中級職員研修

（オンライン）
2022 年２月７日（月）・８日（火）
⑥全国地域生活定着支援センター協議会管理職員研修
（オンライン）
2022 年２月２日（水）・３日（木）
⑦全国地域生活定着支援センター協議会九州ブロック
オンラインミーティング（４回開催）
４月 23 日（金）、７月２日（金）、10 月 28 日（木）
2022 年１月 27 日（木）
⑧関係機関４者実務者会議
・参加：鹿児島刑務所・保護観察所・草牟田寮・定着
支援センター
11 月 25 日（木）
・関係機関連絡協議会
会 場：鹿児島県社会福祉センター
参加機関：20 機関
・生活困窮者自立支援相談員座談会（鹿児島市）
12 月 24 日（金）
派遣者：須藤奈津子
・令和３年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修
（県研修）事業説明（鹿児島市）
2022 年１月 25 日（火）
派遣者：德田英幸
・就労継続支援事業所えい吉職員研修（鹿児島市）
2022 年２月９日（水）
派遣者：德田英幸
（２）委託等を受けて行う事業
①ホームレスへの相談支援 ・ホームレス巡回相談指導事業（鹿児島市委託）
事業（ホームレスサポー
毎月第２・第４土曜日に巡回相談
ト委員会）
相談者：延べ 99 名 相談員：延べ 104 名
ホームレスサポート委員会が中心となり活動した。
ただし、コロナ禍の影響により、８月と２月は一時
活動を休止した。
・健康相談（鹿児島市）
日 程：10 月９日（土） 相談員：２名
・鹿児島市ホームレス一斉調査（鹿児島市委託）
日 程：2022 年１月 15 日（土）
目視者：14 名 参加者：27 名

②高齢者・障害者虐待対応 ・高齢者虐待対応研修（鹿児島県委託）
に関する研修事業（権利
日 程：10 月 12 日（火）・13 日（水）
擁護委員会等）
会 場：県社会福祉センター７階大会議室
参加者：69 名（修了者：62 名）
・障害者虐待防止・権利擁護研修（鹿児島県委託）
日 程：１月 24 日（月）～２月 15 日（火）
方 法：オンデマンド配信とレポート提出
受講者：954 名（修了者：898 名）
講師予定者研修
日 程：11 月
会 場：オンデマンド配信とオンライン
派遣者：石場俊秋会員・水流源彦会員
③鹿児島県児童養護施設退 ・申請者：12 名
所者等自立支援資金貸付
貸付決定：22 件（生活支援費６件、家賃支援費７
事業
件、資格取得支援費９件。重複申請あり）
貸付審査会：４回開催
④その他委託等を受けて行 ・ホームレス生活者へのワクチン接種案内チラシ配布
う事業
（鹿児島市）
日 程：７月 10 日、７月 24 日、８月 14 日（いず
れも土曜日）
担当者：19 名 対象者 12 名に対し説明
・ホームレス生活者への臨時特別給付金案内チラシ配
布（鹿児島市）
日 程：2022 年２月 25 日（金）、３月４日（金）、
３月９日（水）
担当者：12 名 対象者：３名に説明
（３）自治体等との連携・協力
①災害支援等における協力 ・鹿児島市災害時における福祉避難所等の人的支援に
体制の整備
関する協定における情報伝達訓練
日 時：11 月 18 日（木）
・鹿児島市における災害時の協力協定団体等意見交換
会
日 時：2022 年２月 21 日（月）10 時 00 分～
11 時 30 分
参加者：田中正信理事、須藤奈津子事務局長
②鹿児島県のＤＣＡＴ（災 ・研修等への参加はなかった。
害派遣福祉チーム）等への
協力
Ⅱ 収益等事業
１ 社会福祉士等の資格の取得の支援に関する事業（受験対策委員会）
①社会福祉士受験対策講座 ・日 程：①８月１日②９月５日③９月 26 日
④10 月 10 日⑤11 月 14 日⑥12 月５日

②社会福祉士模擬試験
③介護支援専門員実務研修
受講試験対策講座（オン
ライン併用で実施）

・日

（すべて日曜日）

受講者：22 名

程：10 月 31 日（日）

受験者：16 名

・基礎講座
日 程：①７月 11 日②７月 25 日③８月８日
（すべて日曜日） 受講者：32 名
・模試解説講座
日 程：８月 29 日（日）受講者：28 名
・直前対策講座
日 程：９月 11 日（土）・12 日（日）
受講者：31 名
２ 社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関する事業
（１）情報発信
①会報さくらじまの発行（広 ・会報さくらじまを２回発行した。
報委員会）
②ホームページを通しての ・ホームページに各種研修の申込書等を掲載した。
情報発信の強化
・障害者虐待防止・権利擁護研修のオンデマンド配信
などを行った。
③事務局だよりの発行
・事務局だよりを毎月発行し、本会の活動状況や日本
社会福祉士会からの各種情報、他機関の講演会や研
修等の情報を発信した。
④メーリングリストの活用 ・委員会・地区支部等においてはメーリングリストを
作成し活用を進めた。
（２）社会福祉士実習指導者に関する研修等の開催
①社会福祉士実習指導者講 ・社会福祉士実習指導者講習会フォローアップ研修
習会フォローアップ研修
日 程：12 月 19 日（日）
の開催
講 師：添田正揮氏（日本福祉大学准教授）
受講者：19 名
（３）地区支部・委員会活動
①地区支部活動
〇鹿児島地区支部
・地区支部会議
①４月 21 日（水）②５月 21 日（金）③７月７日
（水）④９月 25 日（土）⑤2022 年１月４日（火）
⑥２月 11 日（金・祝）⑦３月４日（金）３月 17 日
（木）
・地区支部研修
①６月 27 日（日）（ＺＯＯＭ）
岡江氏による講義とグループワーク
②2022 年３月 20 日（日）
オンライン座談会
〇南薩地区支部
研修、運営委員会等を予定していたが、コロナ禍の
影響で中止とした。

〇北薩地区支部
・地区支部会議
①11 月 19 日（金）②2022 年２月７日（月）
・地区支部研修
コロナ禍の影響で中止とした。
〇大隅地区支部
・地区支部会議
①６月 15 日（火）②９月７日（火）③12 月７日
（火）④2022 年２月１日（火）
・地区支部研修
②11 月 13 日（土）受講者約 30 名
・鹿児島県のユニバーサルツーリズム事業について
講 師：ＮＰО法人 e ワーカーズ鹿児島代表
紙屋久美子氏
・コロナ禍の社会参加支援の取組みについて
講 師：津代幸一郎会員
③2022 年２月 19 日（土）（曽於ブロック）
受講者約 20 名
・新型コロナと社会福祉士の役割について
講 師：田中良二会員
〇霧島・姶良地区支部
・地区支部会議
①９月 18 日（土）②12 月 14 日（火）
・地区支部研修
②2022 年１月９日（日）参加者９名
・コロナ禍は本当に社会にマイナスなことだけなの
か？
〇串木野・日置地区支部
研修、運営委会議等を予定していたが、コロナ禍の
影響で中止とした。
〇大島地区支部
・地区支部会議・地区支部研修
①10 月 23 日（土）定例会・会員研修
・中核機関設置運営業務について
講 師：山田隆之会員
②11 月 20 日（土） 定例会・会員研修
・あなたの町の繋がるをプロデュース～チームせと
うち我が事・丸ごと支え愛活動から～
講 師：榮益宏会員
③12 月 18 日（土）定例会
④2022 年１月 15 日（土）
・被災地におけるソーシャルワーク～福祉支援の必
要性～

②委員会活動

講 師：Office SONOZAKI 園崎秀治氏
⑤２月 26 日（土）定例会
〇総務企画委員会
５月 30 日（日）会員総会の準備・運営
12 月１日～ 赤い羽根共同募金の参加協力
2022 年１月 28 日（金）オンライン新年会の運営
３月 27 日（日）臨時総会の準備・運営
適宜グループ LINE を利用して委員会内での情報共
有
〇ホームレスサポート委員会
ホームレスの巡回相談事業 毎月第２・４土曜日
オリエンテーション ７月３日（土）（ＺＯＯＭ）
全国一斉概数調査
2022 年１月 15 日（土）
〇ぱあとなあ鹿児島運営委員会
ぱあとなあ運営委員会：６回開催
弁護士との事例検討会：５回開催
ぱあとなあ会員の集い：１回開催(全体集会＋オン
ライン会議)
成年後見人等継続研修会：１回開催
後見等事務確認：６回開催(他に地区毎に開催)
成年後見人等名簿登録者研修会：１回開催
家事関係機関連絡会議：１回開催/家裁主催
家裁三士会意見交換会・連絡会議：12 回開催/家裁
主催
都道府県ぱあとなあ連絡会議オンライン会議参加
全国ぱあとなあ IT 化検討会
〃
九州・沖縄ぱあとなあ連絡会議
〃 開催(大分
県担当)
成年後見活動事務確認作業を各地区担当者で随時実
施
〇研修委員会
５月 基礎研修委員会
５月〜2022 年３月 基礎研修の実施
〇受験対策委員会
介護支援専門員受験対策講座
基礎講座：７月 11 日、７月 25 日、８月８日
受講者：32 名
模擬試験・解説講座：８月 29 日
受講者：28 名
直前対策講座：９月 11 日、９日 12 日
受講者 31 名
社会福祉士受験対策講座：８月１日、９月５日、
９月 26 日、10 月 10 日、11 月 14 日、12 月５日

受講者 22 名
※全てＺＯＯＭと会場の併用
〇権利擁護委員会
10 月 12 日～13 日鹿児島県高齢者虐待対応研修
2022 年２月 14 日～18 日 令和３年度高齢者虐待対
応実務者会議（ＷＥＢ開催）
講演「高齢者虐待防止法に基づく行政の役割と基本
的な対応について」講師派遣
〇広報委員会
会報さくらじま２回発行
ホームページの管理
〇調査研究委員会
コロナ禍の影響で活動が行えなかった。
〇県民福祉相談委員会
コロナ禍の影響で活動が行えなかった。
Ⅲ法人の運営
①会員総会の開催

・会員総会
日 時：５月 30 日（日）13 時 30 分から 15 時 50 分
会 場：県社会福祉センター７階大会議室及びオンラ
イン
出席会員：374 名（出席 53 名 委任状 321 名）
出席理事：東和沖、田中正信、新川光郎、福田竜光、
山口健一郎
内 容
・役員改選
・理事会報告
【2020 年度第３回理事会 2021 年２月 25 日開催分】
第１号報告：2021 年度事業計画について
第２号報告：2021 年度予算について
第３号報告：2020 年度新規入会者及び退会者の承認
について
第４号報告：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会権利
擁護センターぱあとなあ鹿児島の組織及
び運営に関する規程の改正及び公益社団
法人鹿児島県社会福祉士会ぱあとなあ鹿
児島運営委員会運営細則の制定について
第５号報告：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会権利
擁護センターぱあとなあ鹿児島名簿登録
規程の改正について
第６号報告：鹿児島国際大学との包括連携に関する協
定の締結について
【2021 年度第 1 回理事会５月 12 日開催分】
第７号報告：2020 年度新規入会者及び退会者の承認

②理事会の開催

について
第８号報告：2021 年度新規入会者及び退会者の承認
について
・議 事：
第１号議案：2020 年度事業報告について
第２号議案：2020 年度決算報告について
第３号議案：外部理事及び監事候補者の承認（案）に
ついて
第４号議案：地区支部推薦理事候補者の承認（案）に
ついて
・臨時総会
日 時：2022 年３月 27 日（日）13 時 30 分から 15 時
15 分まで
場 所：鹿児島県社会福祉センター７階 大会議室
開催方法：会場およびオンライン（ＺＯＯＭ）
出席会員数：358 名（出席 55 名、委任状 303 名）
出席役員
理 事：東和沖、有木保幸、森元美隆、新川光郎
田中正信、福田竜光、山口健一郎、行勝代
米倉治美
監 事：𠮷森幸一
顧 問：江良喜代子
（１）理事会報告
第１号報告：役員損害賠償保険への加入について
第２号報告：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会謝
金等支払い規程の変更について
第３号報告：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会会費
に関する細則の制定について
第４号報告：2022 年度事業計画について
第５号報告：2022 年度予算および資金調達の見込み
について
第６号報告：2021 年度新規入会者及び退会者の承認
について
第７号報告：2022 年度・2023 年度委員会委員名簿
の承認について
第８号報告：顧問の退任について
そ の 他：ロシアのウクライナ侵攻に反対する意
思表明について
（２） 連絡事項
第１号連絡：会務状況について
・第１回理事会
日 時：５月 12 日（水）15 時 30 分～17 時 10 分
会 場：県社会福祉センター７階第３会議室

出席理事：東和沖、有木保幸、田中正信、上山幸正、
梅垣晃一、久保誠、新川光郎、福田竜光、
山口健一郎
監 事：𠮷森幸一
顧 問：宇都幸雄、江良喜代子
事務局：須藤奈津子、吉元一美
・議 事：
第１号議案：2020 年度事業報告について
第２号議案：2020 年度決算報告について
第３号議案：外部理事及び監事候補者名簿の承認
（案）について
第４号議案：地区支部推薦理事候補者名簿の承認
（案）について
第５号議案：2020 年度新規入会者及び退会者の承認
（案）について
第６号議案：2021 年度新規入会者及び退会者の承認
（案）について
・第２回理事会
日 時：2022 年３月１日（火）15 時 30 分～17 時 30 分
会 場：県社会福祉センター７階第３会議室
出席理事：東和沖、森元美隆、梅垣晃一、上山幸正
新川光郎、田中正信、福田竜光
山口健一郎、行勝代
監 事：辻健一
顧 問：宇都幸雄、江良喜代子
事務局：須藤奈津子、吉元一美
・議 事：
第１号議案：役員損害賠償保険への加入について
第２号議案：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会謝金
等支払い規程の変更について
第３号議案：公益社団法人鹿児島県社会福祉士会会費
に関する細則の制定について
第４号議案：2022 年度事業計画について
第５号議案：2022 年度予算および資金調達の見込み
について
第６号議案：2021 年度新規入会者及び退会者の承認
について
第７号議案：2022 年度・2023 年度委員会委員名簿の
承認について
第８号議案：顧問の退任について

③日本社会福祉士会関連の ・日本社会福祉士会総会（オンライン）
各種会議、研修への参加
日 程：６月 19 日（土）13 時 00 分～16 時 00 分
参加者：東和沖会長
・日本社会福祉士会第１回臨時総会（オンライン）
日 程：10 月２日（土）13 時 00 分～14 時 00 分
参加者：東和沖会長
・日本社会福祉士会臨時総会（オンライン）
日 程：2022 年３月 19 日（土）13 時 00 分～
16 時 00 分
参加者：東和沖会長
④九州・沖縄ブロック関連 ・九州・沖縄ブロック会長・事務局長会議
の各種会議、研修への参 （オンライン）
加
日 程：11 月 27 日（土）13 時 30 分～15 時 00 分
参加者：東和沖会長・須藤奈津子事務局長
⑤その他会議、研修等への ・都道府県災害担当者会議
参加
日 程： 2022 年２月 27 日（日）
参加者：田中正信理事
・監事監査
日 時：４月 26 日（月）10 時 00 分～12 時 00 分
会 場：県社会福祉センター事務局
監 事：𠮷森幸一監事
立合者：東和沖会長、須藤奈津子事務局長、吉元一
美事務局員
・三役会
日 程：①４月６日（火）②５月 7 日（金）
③６月８日（火）④７月 27 日（火）
⑤８月 24 日（火）⑥９月 28 日（火）
⑦11 月 22 日（月）⑧12 月 23 日（木）
⑨2022 年１月 25 日(火）⑩２月 22 日(火）
⑪３月 22 日（火）
・委員長・地区支部長会議
日 程：①８月 22 日（日）②11 月 13 日（土）
③２月 11 日（金・祝）
⑥第三者評価事業、ＳＤＧ ・第三者評価事業については、評価調査者の養成のた
ｓ事業、その他事業の検
め、全国社会福祉協議会の研修を５名受講した。
討
・ＳＤＧｓ事業については、本会で協力できる事業内
容について検討を進めているが、結論は出ておら
ず、引き続き検討する。
2021 年度事業報告書の付属明細書「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
施行規則第 34 条第３項」に規定する、事業報告の内容を補足する重要な事項はない
ことから、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 123 条」に定める、2021
年度事業報告書の付属明細書はありません。

