2020年度 地域共生社会の実現に向けたソーシャ ルワーク
実践力養成研修 （試行研修）開催要項
厚生労働省社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会がとりまとめた報告書「ソーシャルワーク専
門職である社会福祉士に求められる役割等について」（2018 年 3 月 27 日）において、地域共生社会の実現に
向けて社会福祉士には、包括的な相談体制及び住民主体の課題解決体制を構築するための実践力が求められ
ることが明記されました。
当報告書をふまえ、社会福祉士養成カリキュラムの改正が進められ、2021 年度から導入される予定です。
その一方で、現任の社会福祉士には、速やかに地域共生社会の実現に資するソーシャルワーク専門職として
役割を果たしていくことが求められます。
そこで、本会では厚生労働省の補助金（社会福祉推進事業分）交付を受け、現任の社会福祉士が地域共生
社会の実現に向けて新たに求められる役割や機能を果たすことができるよう、2019 年度に研修プログラムの
開発を行い、2020 年度は 2021 年度における全国展開に向けて当研修「地域共生社会の実現に向けたソーシ
ャルワーク実践力養成研修」を試行的に先行開催することとしました。
なお、受講者には当研修のブラッシュアップに向けてご意見を伺いたく、受講者全員に対して研修受講前
後のアンケートへの協力をお願いします。加えて、研修受講後に Zoom でのグループインタビューへのご協力
を複数名のかたにご依頼させていただきますので、ご承知おきいただけますようお願い申し上げます。

１．日

程

１日目
２日目

２．実施方法

３．定

…
…

2020 年 11 月 22 日（日）10：30～17：10
2020 年 11 月 23 日（月） 9：00～16：50

Zoom ミーティングを用いたオンライン研修として実施します
※ご参加には、PC またはタブレット等の機器と、インターネットに接続できる環境が
必要です。3 ページの「オンライン研究集会の参加方法」を必ずご確認の上、お申
し込みください。

員：70 名
（定員に達した場合、実務経験等全体のバランスを考慮の上で抽選を行わせていただき、受
講者を決定させていただきます。）

４．受 講 費：無料
５．申込期限：2020 年 10 月 20 日(火)まで
６．受講可否：

受講の可否は、10 月下旬頃にご連絡いたします。併せて、受講に伴う注意事項、キャン
セル扱い等もご案内します。11 月上旬頃を迎えても連絡ない場合は、以下の問い合わせ
先宛てにご連絡ください。

７．受講要件：

以下の要件をすべて満たしていること。
①現任の社会福祉士であること。
②本調査研究事業に賛同いただけること。
③研修前後のアンケートにご協力いただけること。
④研修後、Zoom でのグループインタビューにご参加いただけること
（Zoom でのグループインタビューは別途お声掛けさせていただきます。）
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８．スケジュール及びプログラム（予定、プログラム等は変更となる場合があります。）
時

１
日
目

間

内

容

10：30～10：40

オリエンテーション、開会挨拶

10：40～12：10
講義（90 分）

講義 「地域共生社会の実現に向けた社会福祉士の役割」
講師 道念 由紀 氏（厚生労働省社会・援護局 社会福祉専門官）
髙良 麻子 氏 (法政大学)

12：10～13：00

昼食休憩

13：00～13：40
講義（40 分）

講義 「地域共生社会の実現に向けたソーシャルワーク」
講師 髙良 麻子 氏（法政大学）

13：40～15：25
講義・演習（105
分）

講義・演習
講師 髙山

15：25～15：40

休憩

15：40～17：10
講 義 ・ 演 習 （ 90
分）

講義・演習

「アドボカシーと意思決定支援」

講師

由美子

髙山

「地域アセスメントとネットワーク構築」
由美子 氏（ルーテル学院大学）

氏（ルーテル学院大学）

1 日目終了
時

間

9：00～9：05
9：05～9：55
講 義 ・ 演 習 （ 50
分）

２
日
目

内

容

事務連絡
講義・演習

「排除をつくらない相談支援体制の構築」

講師

浩道

荒井

氏（駒澤大学）

9：55～10：05

休憩（10 分）

10：05～11：40
講義（95 分）

講義
講師

11：40～12：30

昼食休憩

12：30～14：00
講義（90 分）

講義
講師

14：00～14：15

休憩

14：15～15：15
講義（60 分）

講義
講師

15：15～16：45
演習（90 分）

演習 「アクションプラン」
講師 中田 雅章 氏（日本社会福祉士会理事
会 委員長）

16：45～16：50

閉会

「地域で支える体制の構築」
加山 弾 氏（東洋大学）

「社会資源の活用・開発」
加山 弾 氏（東洋大学）

「ソーシャルアクション」
髙良 麻子 氏（法政大学）
生涯研修センター企画・運営委員

９．申込方法：右のＱＲコードまたは下記の URL、
または本会ホームページから、本
研修の申込フォームにアクセスし
ていただき、必要事項をご記入の
上、お申し込みください。
URLhttps://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oard-ldldtf-a4dd632658990bb6d10b3df4d34915d4
１０．個人情報の取扱いについて：
本試行研修の申し込み及び受講に際していただいた個人情報は、本試行研修の検証の目的以外に
は使用しません。ご本人の同意がなければ第三者に個人情報を提供することはありません。取得し
た個人情報は管理責任者を定め、紛失や漏洩などが発生しないよう安全対策を実施いたします。
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本研修は、オンライン（Zoom ミーティング）で開催しますので、以下の「オンライン研修の受講方法」を
必ずご確認の上、お申し込みください。
公益社団法人

日本社会福祉士会

オンライン研修の受講方法
オンライン研修を受講いただくにあたり、事前に準備いただきたい事項、使用機器等についてご案内いたします。
◆ 本研修（Zoom ミーティング）を受講するにあたり準備いただきたい事項
•

パソコン、スマートフォン、タブレットから受講いただけますので、受講に必要な機器をご準備ください。
受講いただくにあたっての必要な機器及び詳細を、以下に記載しておりますので、ご確認の上、お申し込み
ください。

•

本研修では、ビデオ講演会システム Zoom ミーティングを使用いたしますので、事前に Zoom アプリをダウン
ロードしてください。なお、本研修を受講いただくだけならば Zoom アカウントの取得（サインアップ）は
不要です。

◆使用機器の確認（詳細）
本研修では、Zoom ミーティングにおいてマイク音声、自身の画像を表示して受講することが条件となりますので、
研修までに、次の受講に必要な機器をご準備ください。なお、音声はパソコン等に内蔵されている機器で受講いた
だけますが、イヤホンの使用を推奨いたします。
長時間にわたり、映像を視聴いただくため、安定した自宅等でのインターネット回線（Wi-Fi 等）での受講を推奨
いたします。携帯電話会社の回線（パケット通信）でも受講は可能ですが、データ量が大きいため、通信料金やお
使いの端末の契約内容にご注意ください。
＜受講に必要な機器＞ ※以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・内蔵または外付けカメラ＋WindowsPC （Windows8.1 または 10）
・内蔵または外付けカメラ＋Mac （OS10.13 以降）
・内蔵カメラ＋iPad（iOS12 または iPadOS）
・内蔵カメラ＋タブレット（Android7 以降）
・内蔵カメラ＋スマートフォン（iOS12 以降、Android7 以降）
◆事前テストについて
Zoom アプリをダウンロードしたら、事前に接続テストを行うことをお勧めします。システム要件などもご確認く
ださい。
Zoom テスト用 URL ： https://zoom.us/test
◆その他
受講者の通信環境、通信機器の原因により、当日参加できない場合には対応できかねますので、予めご了承くだ
さい。
＜本件に関する問い合わせ先＞
公益社団法人 日本社会福祉士会 生涯研修センター
E-mail：kenshu-center@jacsw.or.jp
TEL：03-3355-6541 （月～金 10:15～16:15）
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