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市町村社会福祉協議会新任職員研修会を開催
６月 27 日(木)と 28 日(金)の両日、市町村社協新任職員 16 名参加のもと、人吉市総合福祉センターを
主会場に開催しました。
１日目は、｢社会福祉協議会について｣と題して、県社協県民福祉課長
より、社協の設立･変遷･使命･組織･事業･活動や社協職員行動原則等の説
明を行いました。
つづいて、人吉市社協から事務局長速永同志子氏、地域福祉コーディ
ネーター古内美夏氏の２人より、｢人吉市社協の取り組みについて｣と題
して、平成21年に実施した｢安心生活創造事業｣の取り組みとして、①見
守りや買い物支援の基盤支援を必要とする方のニーズ把握②安心して暮
らし続けるための体制づくり･支援サービスを実施した経緯③平成23年
【速永事務局長による講義】 ６月に｢人吉市買い物支援センター｣を開設し、日常的に買い物に困って
いる人に対して、御用聞きと宅配サービスを行うとともに、見守りとち
ょっとした困りごとへの対応をしていることの説明がありました。また、
｢安心生活応援団｣には130の民間事業所等が登録し、地域の中で見守りが
必要と思われる世帯の早期発見・早期対応を目指すとともに関係機関が
協力･連携して地域福祉の向上につなげる取り組みについての話があり
ました。
２日目は、４班に分かれて各地域へのフィールドワークを行いました。
町内単位に開催される｢小地域ネットワーク活動推進会議｣は、地域の自
【推進会議の様子】
治会長･民生委員･老人会･福祉委員･ボランティア等で構成されており、
小地域ゆえのきめ細かい生活支援の話し合いが行われました。

第61回九州児童福祉施設職員研究大会を開催

【良永会長主催者挨拶の様子】

【くまモン隊歓迎の様子】

６月19日(水)から21日(金)までの３日間、熊本全日
空ホテルニュースカイを会場に、｢真の社会的養護に向
かって～小規模化で子どもを育てる意義～｣をテーマ
として｢第61回九州児童福祉施設職員研究大会｣を開催
し、児童福祉施設関係者約360名の参加がありました。
開会式典では、九州社会福祉協議会連合会会長表彰
が行われ、25名に表彰状が授与されました。
式典に引き続き行われた中央情勢報告では｢社会的
養護の課題と将来像の実現に向けて｣と題し、厚生労働
省 社会的養護専門官 田中浩之氏から話があり、その
後行われた基調講演では｢全養協が取り組む今後の活
動について｣と題し、全国児童養護施設協議会 副会長
吉田隆三氏から講演がありました。
２日目は４会場に分かれて研究部会が行われ、最終
日には記念講演と総会が行われました。
記念講演では、平成24年度文化庁映画賞を受賞され
た映画｢隣る人｣の上映と、熊本市出身の監督刀川和也
氏の講演がありました。
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日本福祉施設士会 第24回 九州・沖縄ブロックセミナー 熊本大会を開催
６月27日(木)･28日(金)の両日、熊本交通センターホテルで、日本福祉
施設士会会員や九州各県の福祉施設関係者など130名が参集し、｢第24回
九州・沖縄ブロックセミナー｣が開催されました。開会式の後、基調報告
では｢社会福祉を取り巻く情勢と日本福祉施設士会の取り組み｣と題し、
日本福祉施設士会 副会長 高橋 紘氏から、当会の課題と行動原則などの
説明に加え、今後の会のあり方について話がありました。
その後、講演１では｢豊かさとは～便利さと豊かさを奪い合うことへの
決別と勇気～｣と題し、佐賀市在住のベトナム育英会 代表 秀嶋正孝氏か 【岡田会長主催者挨拶の様子】
ら、ベトナムの子どもたちや障害のある方への支援等について講演があ
りました。
講演２では｢共生の社会づくりと社会福祉の役割｣と題し、日本社会事
業大学理事長 潮谷義子氏から、時代の潮流と福祉の動向、これからの
社会福祉法人の使命と役割について、詳しく話がありました。
２日目の講演３では｢熊本ゆかりの福祉先覚者｣と題し、県社協 事務
局長 上田誠也氏から、
『無限の熱血』塘林虎五郎氏と『民生委員の父』
林市蔵氏について、詳しい資料に基づく説明があり、参加者は二人の先
【潮谷氏講演の様子】
覚者を身近に感じるとともに不滅の功績に聞き入っていました。

災害時の役割と連携体制を確認－ 県災害ボランティアセンター連絡会議 －
６月６日(木)、県総合福祉センターで｢県災害ボランティアセンター連絡
会議｣を開催しました。本連絡会議は、災害発生時に備えて、平時から各関
係機関･団体の体制整備を図るものとして、平成 19 年に設置し、県健康福祉
部健康福祉政策課、日本赤十字社熊本県支部、県共同募金会、県ボランティ
ア連絡協議会、県社協の５者で構成されています。
会議では、昨年の熊本広域大水害における取り組みや、今後の災害ボラン
ティアセンター活動に関する取り組み等を協議しました。
特に、センター運営に必要な車両や固定電話等の資機材の手配に関する連携 【相互の連携について協議】
のあり方について情報を共有し、災害時における各々の役割と相互の連携についての確認を行いました。

福祉人材センター全国連絡会議に参加
６月 18 日(火)から 19 日(水)にかけて、全社協で都道府県及び福祉人材センターの担当者が一堂に会し
「福祉人材センター全国連絡会議」が開催されました。会議では、厚生労働省福祉人材確保対策室から｢福
祉人材確保対策の現状について｣説明があり、処遇改善とキャリアパスの確立が重要であることが話され
ました。また、保育課からは｢保育人材確保に関する取り組み｣について、低年齢児(0～2 歳)の待機児童数
が全体の 81％を占め、今後２年間の緊急プロジェクトにより待機児童の解消を図る支援策を講じると説明
がありました。
次に事例報告では、行政と福祉人材センターが一体となって取り組んでいる静岡県・京都府・岩手県の
報告がありました。静岡県は県作成の雇用創造アクションプランに福祉人材センターの役割が位置づけら
れ、京都府では｢きょうと介護・福祉ジョブネット｣の構成 40 団体による組織的な取り組みが進められて
います。また、岩手県ではキャリア支援員を増員して県内 6 ブロックに 7 人を配置して地域に密着した活
動を展開し、県社協をあげて取り組みを後押ししているとの報告がありました。

介護就職面接会を開催
６月13日(木)、ハローワーク熊本で｢第１回介護就職面接会｣を開催しました。
(ハローワーク熊本、県社協、福祉人材研修センター、介護労働安定センター主催)
新規開設又は開設間もない介護の求人事業所５社による説明があり、経営理
念や事業内容、また業務内容や職場の雰囲気、人材育成や研修体制、福利厚生
など職場の魅力についてアピールがされました。
その後の面接会では、福祉の仕事に就きたい19名の参加求職者が興味を持っ
た事業所の人事担当者との面談に臨み、求人内容や業務内容などについて担当
者から説明を受けていました。
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【面接会の様子】

各課トピックス
総

務

＊お問合せは、県社協各課まで
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課

TEL 096-324-5454 ／ FAX 096-355-5440

TEL 096-324-5470／ FAX 096-355-5440

◆夏の節電･省エネのお願い◆
国、九州電力㈱から７月１日～９月30日の平日(お盆期
間８月13日～８月15日を除く)の９時～20時に、生活･健
康や経済活動に支障のない範囲での節電要請があってい
ます。体調には十分に配慮いただき、無理のない範囲で
節電のご協力をお願いします。
詳細は熊本県ホームページ｢今夏における節電・省エネ
のお願い｣をご覧ください。

◆地域福祉推進サポーター派遣事業のお知らせ◆
地域住民の参加による地域福祉活動を促進するために
小地域ネットワーク活動の取り組みや地域福祉活動計画
策定等に取り組む市町村社協に対して、先進的な市町村
社協の職員(12名)及び地域おこし等の専門家(４名)をサ
ポーターとして派遣し、講義や助言等を行います。
・実施期間 平成26年３月10日まで
・計画段階からご相談ください
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TEL 096-324-5462／ FAX 096-324-5440

TEL 096-324-5475／ FAX 096-355-5440

◆ソウェルクラブ会員交流事業のご案内◆
＊＊＊10月に開催の２プランをお知らせします。＊＊＊
１ USJの旅
・期日 10月26日(土)～27日(日) ･募集人員40名
・参加費 23,000円～25,000円(通常価格 45,000円前後)
２ 黒川温泉(宿泊助成)｢優彩｣
・期日 10月５日(土)～６日(日),10月19日(土)～20日(日)
・参加費 10,000円(通常価格 20,000円前後)
・募集人員 各日20名(計40名)

◆生活保護基準の大幅改定に伴う｢生活福祉資金貸付
対象世帯の所得基準｣の改正について◆
平成25年度８月からの生活保護基準の大幅な改正に伴
い、本会においても生活福祉資金貸付対象世帯の所得基
準を改正し、８月よりそれに準拠する予定です。
新基準の｢貸付対象世帯月額所得計算シート｣は、7 月
中旬を目途にメールで、各市町村社協宛に送付します。

福祉人材 ・ 研 修 セ ン ター

地域福祉権利擁護センター

TEL 096-322-8077 ／ FAX 096-324-5464

TEL 096-324-5474 ／ FAX 096-324-5456

◆福祉の仕事就職セミナー開催のご案内◆
福祉の職場で働きたい方、福祉の仕事に関心がある方
を対象とした就職セミナーです。
期
日 ８月18日(日)12：15～17：00
会
場 県総合福祉センター５階｢研修ホール｣ほか
参加対象・定員 ①平成26年春卒業予定の学生及び福祉職場を
目指している一般の方 70名(参加費無料･
参加申込みが必要)
②社会福祉関係事業所 10事業所(予定)

◆生活支援員等研修会を開催します◆
期 日 ９月４日(水)
会 場 熊本交通センターホテル
対象者 生活支援員･市町村社協担当職員
内 容 １精神障がい者の理解と支援方法
２利用者支援の技法
３困難事例等の検討
本年度の研修は、講義とグループ演習により学びます。

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー

ご
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◆福祉のお仕事巡回相談７月の日程◆(ＨＷ＝ハローワーク)
会場
日 時
会場
日 時
ＨＷ上益城
ＨＷ球磨
２日
9:30～16:00
９･23日10:30～15:30
ＨＷ八代
ＨＷ宇城
16日 10:00～16:00
３･17日 9:30～16:00
ＨＷ菊池
ＨＷ阿蘇
10･24日10:00～16:00
３･17日10:30～16:00
ＨＷ玉名
ＨＷ水俣
10･24日10:30～16:00
９･23日10:30～15:30
ＨＷ天草
(休憩12:00～13：00)
４･18日10:30～15:30

TEL 096-324-5436 ／ FAX 096-324-5427

◆熊本県･荒尾市総合防災訓練で
災害ボランティアセンター設置訓練を実施!!◆
９月１日(日)、荒尾競馬場跡地で熊本県･荒尾市総合防災
訓練における荒尾市災害ボランティアセンター設置訓練が
実施されます。
◆経営相談 ７月の日程◆
当日は、想定被災地となる荒尾市社協が災害ボランティア
アドバイザー
日時
場所
センターを設置し、荒尾･玉名ブロック管内の市町社協や県
社会保険労務士
１日 13：30～
県社協事務局 ５階
社協と連携して、ボランティアの受付から活動への送り出し
公認会計士
９日 13：00～
県社協事務局 ５階
弁護士
16日 13：30～
県社協事務局 ５階
に至るまでの訓練を実施されます。是非、ご見学ください。
＊都合により相談日の変更があります。
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