
 

平成２１年度事業報告 

 

 平成２１年度は、地域福祉コーディネーター設置事業や安心生活創造事業など、公的な福祉サービス

だけでは対応できない隙間の課題に対応するための事業が創設され、社協にはサービスや社会資源をつ

なぐネットワークづくりの役割が期待されています。地域福祉を推進する様々な主体が協働するための

「場」に社協がなっていくためには、社協職員の専門性やスキルの向上が重要なテーマです。 

 このような中、各ブロックでの業務研究会を中心に社協職員の質の向上と連携・交流を目指した活動

を展開しました。特に、昨年度より協議を続けてきた組織のあり方については、県域組織としての職員

協は解散することとなり、これまでの実績を踏襲しながら社協職員の専門性を高めるための基盤整備の

新たな展開を模索する段階に移行しました。 

以下に、今年度の取り組みを報告いたします。 

 

≪事業方針≫ 

１．県内外の社協職員間の連携、交流を進め、緩やかなネットワーク形成を図ります。 

２．社協職員の抱える業務上での悩みや課題を解決できる取り組みを進めます。 

３．社協業務研究活動や自主研究活動の充実・強化を図ります。 

４．社協職員の社会的評価の向上に関する取り組みを進めます。 

 

≪重点活動≫ 

１． 社協職員自身の活動を振り返る機会を持ち、活動評価を行います。 

２． 社協ワーカー実践研究会などを充実させ、社協職員間の交流をより活発にします。 

 

 

 

１．会員数の推移 

本年度は昨年度より３０名増加し、会員数は７０５名となった。 

ブロック名 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

阪   神 ２５０ ２３１ ２３１ ２３１ ２７６

東 播 磨 １２８ １１３ １１３ １０８ ９５

西 播 磨 １５９ １３４ １３８ １３８ １３７

但   馬 ９５ ９１ ９０ ８１ ８１

丹   波 ２７ ３９ ４０ ３７ ３８

淡   路 ３５ ３７ ３８ ４１ ４０

県 社 協 ４２ ４２ ４１ ３９ ３８

合  計 ７３６ ６８７ ６９１ ６７５ ７０５

 

 

 

 

 

 



 

２．理事会･代議員会･監事会の開催 

（１）理事会の開催 

 本会の事業、予算等について協議するため、理事会を次の通り開催した。 

名   称 議       題 実施月日・場所 出席人数 

第１回理事会 

協議事項 

１ 会則・規程改定について            

２  平成２0年度事業報告・決算（案）について     

３  平成２1年度事業計画・予算（案）について   

５月１３日 

県福祉センター 
理事 ７名

第２回理事会 

報告事項 

 １ 会員状況及び会費について          

 ２ 各ブロックの活動状況について        

協議事項 

１ 業務研究会・自主研究会について        

２ 社協ワーカー実践研究会について        

懇談事項 

１ 今後の職員協議会のあり方について      

７月８日 

県福祉センター 
理事 ６名

第３回理事会 

協議事項 

１ 業務研究会について              

２ 自主研究会について              

３ 社協ワーカー実践研究会について        

４ 今後の職員協議会のあり方について       

（１）市町社協活動推進協議会と社協職員協議会につ

いて 

（２）ブロック協議会規程について 

９月９日 

県福祉センター 
理事 ７名

第４回理事会 

報告事項  

１ 各ブロックの活動報告  

２ 社協ワーカー実践研究会について        

協議事項  

１ 今後の職員協議会のあり方について       

（１）東播磨ブロックからの報告 

（２）職員協のあり方について 

（３）代議員会の開催及び会員への周知・協議について

 

１１月２日 

県福祉センター 
理事 ７名

第５回理事会 

協議事項 

１ 各ブロックの協議状況・結果について      

２ 代議員会の議案・進め方について        

 （１）代議員会での審議事項等について      

（２）理事からの提案説明事項・内容について    

（３）役員の任期の取扱について          

１月１３日 

県福祉センター 
理事 ７名

第６回理事会 

報告事項  

１ 第５回理事会・第２回代議員会  

２ 各ブロックの活動報告             

協議事項  

１  平成２0年度事業報告・決算（案）について     

２  平成２1年度事業計画・予算（案）について   

（１）県域事業について 

（２）ブロック活動について 

 ３ 全県的な社協活動の活性化に向けた基盤づくり

について 

３月１日 

県福祉センター 
理事 ７名

 

 



 

（２）代議員会の開催 

 本会の事業計画、予算ならびに決算等を審議・決定するため、代議員会を次の通り開催した。 

名   称 議       題 実施月日・場所 出席人数 

審議事項 

１．会則・規程改定について 

２．平成２０年度事業報告・決算（案）について

３．平成２１年度事業計画・予算（案）について第１回 

代議員会 ＜実践報告＞各ブロックにおける業務研究会の取

り組み状況について 

＜グループディスカッション＞これからの業務研

究会のあり方について 

５月１３日 

県福祉センター 

代議員  ２３名 

理事     ７名 

第２回 

代議員会 

審議事項 

１．職員協の存続について 

２．役員・代議員の任期の取扱について 

協議事項 

 １．今後のブロック活動について 

１月１３日 

県福祉センター 

代議員 ３５名 

理事   ７名 

 

（３）監事会 

 本会の事業の執行および経理状況を監査するため、監事会を次の通り開催した。 

名   称 議       題 実施月日・場所 出席人数 

監事会 
・平成２０年度事業実施及び会計決算につい

ての監査 

４月３０日 

県福祉センター 
２名 

 

 

 

 

３．会員間の情報交流活動 

（１）『社協の仲間』の発行等 

本会の活動や社協職員に関する情報等を掲載する機関紙を発行した。 

名称 発行月 

社協の仲間 Vol.１【代議員会開催、各種研修会案内】 ６月 

社協の仲間 Vol.２【業研案内、各種研修会案内】 １０月 

社協の仲間 Vol.３【社協ワーカー実践研究会報告、新人紹介、自主研報告】 １２月 

社協の仲間 Vol.４【代議員会報告】 １月 

 

（２）ホームページの開設 

 会員に対する情報発信を効果的に行うため、ホームページ（ブログ）を随時更新した。 

ホームページアドレス http:// blog.canpan.info/shokuinkyo/ 

 年間更新回数：１２回 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．ブロック活動 

（１）ブロック別社協業務研究会の開催（７ブロック） 

ブロック名 日 時 場 所 テ ー マ 参加人数 

１０月２１日 宝塚市総合福祉センター 地域福祉支援計画、地域福祉計画、

地域福祉推進計画について～ミニ

パネルディスカッション～ 

２５名 

１１月１２日 宝塚市総合福祉センター 経営の視点から社協を見る ２０名 

阪神 

３月３日 宝塚市総合福祉センター コミュニケーションスキルとして

の表情筋ストレッチ 

２５名 

６月２６日 三木市立市民活動センター 本年度の各社協の重点事業と推進

課題 

２０名 

１０月２日 小野市うるおい交流館エク

ラ 

これからの福祉感をどう捉えるか １４名 

１０月２１日 佐用町南光生きがいドーム 被災地社協から学ぶ！社協らしさ

のある復興支援の取り組みを学ぶ 

１４名 

東播磨 

１月８日 三木ホースランドパーク 

エオの森研修センター 

２２年度に向けた社協らしい活

動・事業のための自己点検 

１８名 

７月６日 相生市立総合福祉会館 「わかりやすい会計の説明」～社協

のことをもっと知ってもらお

う！！～ 

１９名 

１０月２０日 たつの市はつらつセンター 介護実技講座 ４８名 

西播磨 

 

１２月２２日 南光地域福祉センター 台風９号災害に伴う西播磨ブロッ

ク社協の取り組みと課題 

１５名 

７月１１ 香住文化会館 社会福祉法人の労務・人事・財務経

営について 

１１０名 

７月３１日 朝来市山東公民館 記録とサービスは比例する－利用

者をどう理解するか－ 

５１名 

９月１９日 出石健康福祉センター 災害発生～社協職員としての対応

～ 

６９名 

１０月１４日 朝来市山東庁舎 評価者研修 １４名 

１０月２１日 朝来市山東庁舎 問題発見と解決の仕方研修 ２２名 

１２月４日 新温泉町保健福祉センター 

「すこやか～に」 

話の聴き方講座『対人援助者に必要

な傾聴力』 

３２名 

但馬 

 

２月１９日 養父市公民館 ひとにかかわる専門職として意識

したいこと、護るべきこと 

２０名 

６月５日 篠山健康福祉センター ほんわかこころのケア ２８名 丹波 

 ２月２６日 柏原福祉センター 接遇（好感度 UP） ２８名 

９月３日 洲本市総合福祉会館 災害の支援を考える １９名 

１０月３０日 緑市民センター ｺﾐｭﾆﾃｨ事例検討のｽｽﾒ ﾊﾟｰﾄⅢ～地

域事例から SV の方法を学ぶ～ 

１２名 

１月２３日 ウェルネスパーク五色  

夢工房 

住民主体の社協活動って何だろ

う？その実践から学ぶ in 淡路島 

２１名 

淡路 

３月５日 緑市民センター まるごと地域福祉～地域福祉にか

ける熱いメッセージ！～ 

１０名 

１１月２４日 兵庫県福祉センター 先輩職員から学ぶ～大切にしてき

た社協らしさとは～ 

１６名 

１月２１日 兵庫県福祉センター 多様化する福祉課題から考える １６名 

県社協 

３月１２日 兵庫県福祉センター 業研の意義・役割の確認 １７名 

 

 



 

（２）業務研究会ブロック助成  

業務研究会を実施している７ブロックに対して、理事会にて年間計画を審議の上、活動助成を行っ

た。（１０月１７日交付）   １ブロック上限６０,０００円 （総額３３０，６３０円） 

ブロック名 金額 ブロック名 金額 

阪 神 ２２，０００円 東 播 磨 ６０，０００円 

西 播 磨 ６０，０００円 但   馬 ６０，０００円 

丹 波 ６０，０００円 淡   路 ６０，０００円 

県 社 協    ８,６３０円   

 

（３）主なブロック活動 

ブロック名 事業名 実施日時・場所 参加人数

阪 神 総会 １０月２１日 宝塚市  ９名 

東 播 磨 総会 ４月３０日 高砂市 １９名 

西 播 磨 総会 ７月６日 相生市立総合福祉会館 １９名 

但 馬 総会 ７月３１日 朝来市山東公民館 ２５名 

丹 波 総会 ６月５日 篠山市社会福祉協議会 ２８名 

総会 ５月８日 緑市民センター ２０名 淡 路 

臨時総会 １月８日 淡路市社会福祉協議会 ２０名 

県 社 協 総会 ６月２５日 兵庫県福祉センター ２１名 

 

（４）ブロック活動への助成 

ブロック活動推進のため、各ブロックへの助成を行った。（１０月１７日交付） 

       １ブロック５０，０００円 （総額３５０，０００円） 

 

 

 

５．研究・研修活動 

（１）社協ワーカー実践研究会の開催  

  現地研修を通じて、地域福祉の具体的な展開手法や社会福祉協議会活動を実践する上でのワーカー

としての視点・関わり方について学び、あわせて、県内の社協職員との意見交換・交流の場となるこ

とを目的として開催した。 

     期 日： 平成２１年１０月２１日（水）～２２日（木） 

     場 所： 香美町美方郡小代区忠宮（香美町小代支所） 

     テーマ： 「住民目線で進めるご近所の福祉活動～“限界集落”での新たな出会いを求めて～」 

     参加者： 社協職員２２名（市町社協職員１６名 受入社協６名） 職員協役員１名 事務局４名  

 

（２）各種研修会の参加勧奨 

会員の専門性の向上を図るため、各種研修会の情報提供、参加勧奨を行った。 

対象研修名 開催地 実施月日 助成者数（助成単価）

全国社協職員のつどい 京都市 ９月１２日～１３日 １名（＠２，０００円）

近畿地域福祉学会 平成２１年度大会 和歌山市 １２月７日 １名（＠２，０００円）

 その他、関西社協コミュニティワーカー協会主催研修などについて情報提供を行った。 

 

 

 



 

（３）自主研究活動の奨励 

 ブロック別業務研究会以外の職場内、有志等による社協職員の自主研究活動を奨励し、理事会での

審議の上、助成を行った。 

（下記の４団体、総額６６，０００円の助成金を１０月１６日に交付） 

 

研究会名・学習会名 主な構成 研究テーマ 助成金額 備考 

広報紙研究会 伊丹市社協 「広報力」をアップさせる ２０，０００円  

パソコンワンランクアップ

研修会 
相生市社協 

パソコンスキルの習得をめざ

す（エクセルの習得） 
１０，０００円 

 

ホームページ研究会 たつの市社協 
新たなコミュニケーションツ

ールを活かそう 
１６，０００円 

 

ホームヘルプサービスのリ

スクマネジメント研究会 
兵庫県社協 

社協ホームヘルパーのための

リスクマネジメント 
０円 

事業は実施したが

助成対象経費発生

せず全額（20,000

円）返金 

 

 

 

６．社協組織便覧の作成 

県社協と共同で便覧を作成し、県内市区町社協等に配布した。 

名   称 調査・発行月 配布先・配布部数 印刷数 

平成２１年度社協組織便覧 

 

調査 ５～７月 

発行 ８月 

各市社協…部課数 

各区町社協…２部 

※合併社協は支部（所）数 

近畿各府県･指定都市社協…1部 

４００部

 

 

 

７．関係団体等との連携・協力 

県内の関係団体等に対して、下記の通り協力を行った。 

団 体 名 協力内容 備  考 

兵庫県介護支援専門員協会 理事の推薦・就任 岩﨑 文子氏 

（任期：平成２０年６月１日より２年） 

兵庫県民間社会福祉事業職員

互助会 

運営委員の推薦・

就任 

理事 田中 正司氏 

（任期：平成２１年４月１日より１年） 

 


