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２０１４年４月に改正精神保健福祉法が施行され、５年が経ちました。法改正では、精神障害者の地域
生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針（大臣告示）の策定、保護者制度の廃止、
医療保護入院の見直し、精神医療審査会に関する見直しが行われました。医療保護入院の見直しでは、医
療保護入院者が本人の同意なく行われる入院であることを踏まえ、本人の人権擁護の観点から可能な限り
早期治療・早期退院ができるよう、精神科病院の管理者に、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する
相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置、地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応
じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等）との連携、退院促進のための体制整備（退院支援委員会の
設置）が義務付けられました。
退院後生活環境相談員の約７割は、精神保健福祉士が担っており、医療保護入院者の相談、地域援助事
業者との連携、退院支援員会の開催等、退院支援の中心的な役割を担っています。しかし、退院後生活環
境相談員の選任にあたっては、精神保健福祉士であれば研修受講等の要件はなく、個人及び医療機関ごと
で差が見られ「質の担保が図られているとは言えないのではないか」という声が聞かれます。また地域援
助事業者との連携において「退院支援委員会の地域援助事業者の参加は全体の１割程度」という調査結果
もあります。
２０１７年２月の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書では、「地域生活中
心」という理念を基軸としながら、精神障害者の一層の地域移行を進めるための地域づくりを推進する観
点から、精神障害者が、地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・
介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム」の構築を目指すことが新たな理念として打ち出され、医療計画・障害福祉計画において共
通の成果目標が掲げられました。
当事者一人ひとりが、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをするためには、医療と福祉をはじ
めとしたあらゆる関係者が連携し、住むところや働く場、通えるところ、相談できるところ、暮らしを支
えるサービスの充実などの地域生活支援体制整備が非常に重要と考えます。私たち精神保健福祉士の役割
は、精神障害者が地域で自分らしく暮らすことを支援することです。単に法制度で規定された役割をこな
すのではなく、利用者一人ひとりとの「かかわり」からニーズをとらえ、医療・福祉・行政・地域の人た
ちが連携したチームを作り、地域を創る、当事者性を重視した実践力を発揮することが必要だと考えてい
ます。
石川県精神保健福祉士会は、精神保健福祉士の資質の向上を図るとともに､精神保健福祉に関する普及
啓発等の事業を行い､精神障害者の社会的復権と福祉のための専門的･社会的活動を進めることを目的に
活動しています。
今後も会員一人ひとりが「こんなソーシャルワーカーになりたい」「こんな実践がしたい」と未来を描
き、その実現のための研鑽の機会やソーシャルワーカー同士がつながり支えあうことができる活動を行っ
ていきたいと考えています。
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児童虐待や不登校、いじめの問題などの報道ニュースを見ることが多くな
りました。スクールソーシャルワーカーの制度化、児童相談所との連携など
児童思春期における精神保健福祉士のかかわりが注目されています。
今回のくろーばーでは行政機関、地域関係機関、医療機関、スクールソー
シャルワーカーとして勤務している会員による実際の現場でのかかわりにつ
いて活動報告をいただきました。
児童思春期における精神保健福祉士としての役割や支援のあり方を考える
きっかけとなれば幸いです。

事業所の立場から
母子生活支援施設『ＭＣハイツ平和』は、様々な事情で地域での生活が困難
になった母子が入所して支援を受けられる児童福祉施設（児童福祉法第 38
条）です。ひと世帯の母子に対して、母担当の母子支援員と子どもそれぞれ
に担当の少年指導員がつき複数の職員で担当チームを作って、母子の日常生
活に密接に関わりながら支援しています。

現在、当施設では精神科にかかっているお子さんのいる世帯が、３割に上っています。入所前にＤＶ
や虐待、貧困など、安心して子どもらしい生活を送れずに来ているケースが多く、感情のコントロール
が難しく衝動性が高いタイプと、不登校やひきこもりになってしまうタイプとに分かれる事が多いと感
じます。一方、お母さんも困難な状況の中で本来の力を奪われているため、我が子の病状に向き合うこ
とや、通院時に症状を正しく伝えたり服薬を管理するといった、保護者としての役割を果たせない場合
も多いです。職員は、そうした母子に対して、育ちの中で無理していた部分を取り戻すために症状が出
てきたことをお話して肯定的に受け止められるように支えます。そして通院に同行して症状を代弁する
とともに医師の助言を生活に活かせるよう一緒に考えます。生活の中でみられた症状の改善を伝えるこ
となどを通して、母子ともにエンパワメントし、適切に医療を利用できるようサポートしています。
最近の傾向としては、ゲームやネット依存が症状を後押ししていると
みられるケースが多く、課題を感じています。
福冨 雅美／ＭＣハイツ平和
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行政の立場から
私はかほく市健康福祉課で PSW として勤務しています。あっと気づけば PSW に
なって 5 年目。原稿依頼をいただいてから、「福祉職として行政で働く自分の役割」
について改めて考えてみました(未熟者でつたない考えや文章で申し訳ないです)。
児童分野はライフステージにおいて関わる機関や携わる人がどんどん変わるので、
それによって様々な考え方に出会うことができます。市内のこども園や幼稚園に児
童の様子を保健師さんと一緒に見に行き、保育の場面での様子をみながら、児童の
支援についてみんなで検討した時は、児童に関わった経験がなかったので未知の世
界で緊張の連続でした。(現在も…)
また児童期は、本人やご家族の思いを聞き、保育・教育機関と福祉分野で情報共有しながら支援について考
える機会が多く、そんな時に福祉が保育・教育分野と連携するための架け橋の役割を担
っていけたらと思っています。
制度や法律も行政機関なのでもちろん大切ですが、目の前に相
談に来られている方の話をしっかり聞き、
「本人の立場となって考
える」という PSW としての自分を忘れず、今後も成長していく
こども達と一緒に経験を積んで視野の広い PSW になっていきた
いです。
村本

優江／かほく市役所

病院の立場から
児童思春期から青年期のクライエントが抱える課題は、障害や病気に影響を受けた
ものばかりでなく、精神的な未熟さや社会経験の不足による問題も少なくありません。
若い方に限ったことではありませんが、まずは価値観や経験といった、その方の持つ
世界観を一人一人丁寧に聞かせて頂くことから始めています。特に若年層の方は心身
共に大きく成長していきますから、その方本来の強みについ
て特に意識してかかわり、何らかの形で気づきが得られるよ
うに心がけています。また、支援者はクライエントより年上
になる場合が多いです。身なりや言葉遣い、振る舞いについ
て「親しみやすい大人らしさ」が求められます。
私の所属するデイケアセンターすみれ台は、外来通院中の児童期から高齢期まで様々
な世代を支援しています。特に児童思春期、青年期はそれぞれ専門の通所コースを設けてお
り、一般コースとは独立したエリアとプログラムで対応できる体制を整えています。外来通
院されている方は勿論ですが、入院治療中の方に対しても退院後の復学、就職などを見据え
たリハビリができる社会資源の一つとして情報提供させて頂いています。
高井
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晃／松原病院

デイケアセンターすみれ台

スクールソーシャルワーカー（生徒支援アドバイザー、以下「SSW」）派遣事業は、
石川県から社会福祉士会と精神保健福祉士会が委託を受け、平成 28 年から活動して
います。当時登録されていた SSW は 4 名でしたが、現在は 7 名が登録されており、
精神保健福祉士会は主に能登地区を中心に活動しています。
「スクールカウンセラー（以下「SC」）とは何が違うのか？」とよく質問されます。
実は SC は“児童や生徒本人の心の問題に注目すること”に対して、SSW は“児童・
生徒を取り巻く環境に注目し支援する”という専門性の違いがあります。一見学校の
中での支援を行う役割と思われがちですが、普段の私たちの実践と同じようにご本人
さんの思いを聞き、学校だけでなく生活全般の様々な悩みに対し、どうすればいいのかを一緒に考え、必要
であれば様々な支援機関へつなぐことも行っています。
“学校に行けるように支援する人”とも思われることが多いです。SSW の
ゴールは「学校に戻れるようにすること」ではありません。先述したとおり、
ご本人の思いを聞き、どうするかを一緒に考え一緒に行動します。導入の際、
SSW としてご本人さんと関わる際にはここを最初に説明し関係を作れるよ
うにしています。
まだまだ周知されていないこの事業ですが、ソーシャルワーカーとしての
視点を基盤におきながら、少しずつ広めていきたいと思います。
木谷昌平／医療法人松原会

七尾松原病院

医療相談室

私は主に奥能登地域の学校を対象に活動しています。小、中学校からの依頼が
多く、依頼内容も多岐にわたっており、ADHD 等発達障害が疑われる児童への
対応、いじめ問題、学級崩壊への介入、不登校児童への対応など、様々なケース
への対応を求められています。
SSW として活動を始めて、正直な感想は「不安と戸惑いの連続」です。今までの実践の場が医療機関と障害
福祉サービス事業所であった私にとって、フィールドの違う教育現場で精神保健福祉士としての実践を行うこと
は、新鮮でもありプレッシャーでもあります。この感覚は、私が初めて精神保健福祉士として医
療の現場に入ったとき、圧倒的に医療職が多い中で精神保健福祉士としての発言に自信が持てな
ったことを思い出します。今も学校の機能や教育者の考え方を示されたとき、自分の実践に不安と
戸惑いを感じますが、学校でチームを作りそれぞれの専門性を発揮しながら、児童の支援を展開し
ていきたいと思っています。 高橋直美／医療法人松原会 相談支援事業所 ピアサポート北のと
私が担当する能登中部の学校では、生徒支援アドバイザーは不登校の児童の相談を
受けることが多く、児童本人はもちろん、ご家族や先生から学業や将来の進路などの学
校問題をはじめ、友人関係、家庭問題など様々な相談を受けます。自分が学生の時も、
集団の場には馴染めない、決まりごとは守りたくない、ということはありました。精神
保健福祉士としてのかかわりの視点と、自身の息苦しさを感じながら学校生活を送って
きたという経験が、関係づくりや支援に活かすことができ、その結果児童
の成長や次への意欲、変化が見られたと感じた時は、やってよかったな
ぁと思います。また、生徒との話でジェネレーションギャップを感じた
りする場面もありますが、それが新鮮で面白くとても勉強になります。
もっと専門性を発揮して支援できるように研鑽していきたいと思います。
多木和也／医療法人松原会 相談支援事業所 ピアサポートのと
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新理事紹介
この度、理事として県士会活動に参加させていただくことになりました。経験年数だけは
順調に？重ね、県士会に長くお世話になりながら、これまで何も貢献できずにいた私にお
声をかけて下さり、恐縮致しております。
私は結婚出産してから、病院で働くご縁があり精神保健福祉士の資格を取得しました。
自己研鑽の大切さを感じつつ、仕事も家庭も県士会活動も中途半端なまま。。
。そんな自分
に理事の大役が務まるのか、とても悩みました。ただこれまで会員の方々が、たくさんの
時間と情熱をかけ県士会活動をして下さったからこそ自分は職能団体に守られてきたと考
公立能登総合病院精神センター
田辺 めぐみ

えると、この機会に感謝し、微力ながら精一杯務めさせていただきたいと思っています。

今年度から県士会の理事を務めさせていただくことになった中田です。皆さんよろしく
お願いします。
私が県士会の活動に参加するようになったのは入職 2 年目の頃だったと思います。職場
の先輩から県士会の教育研修部教育研修委員会というものがあり、県内の PSW の方々が
集まるため「一度顔を出してみないか？」と誘っていただき、以後現在まで同委員会での
活動に参加しています。それから 9 年が経ち、研修の企画などを通して長期入院患者の現
状や地域移行の必要性、貧困問題など多くのことを今も学ばせていただいています。また、
県内外を問わず多くの PSW の方々とも繋がることができました。
これからは県士会の理事として、会員の皆さまと繋がり、学びながら精神障害のある
方々が自分らしく生活できる社会の実現を目指し精一杯励んでいきたいと思っています。

ピアサポートはくさん
中田 史朗

【石川県精神保健福祉士会事務局移転のお知らせ】
平成３０年度の総会後、事務局が岡部病院から朋友会へ移転いたしました。事務局体制も一新し、吉岡事務局長
の下、４名の事務局員が各部と本部に分れ、担当制で業務を行っています。まだまだ不慣れなことも多く、会員
の皆様にご迷惑をおかけすることと存じますが、１つずつ勉強と思い、日々精進してまいります。皆様、今後と
もよろしくお願いいたします。

新事務局移転のご案内

社会福祉法人 朋友会

(左から:加藤・河野・吉岡・泉・奥田)

〠92２-０8３1 加賀市幸町２丁目６０番地
Fax 076１-７2-７0３０

TEL:（076１）７2-４５４５

Mail ishikawapswjimukyoku@gmail.com

事務局長：社会福祉法人 共友会 やたの生活支援センター 吉岡
事務局員：
（本部・会計等担当）社会福祉法人 朋友会
就労継続支援 B 型事業所はるかぜワーク 泉

季容

（総務部担当）

社会福祉法人 鶴寿会 相談支援事業所やまなか 河野 有香

（教育研修部担当）

社会福祉法人 共友会 はしたて生活支援センター 加藤 健太郎

（広報調査研究部担当）医療法人社団 長久会 ウエルムどど町 奥田 祐理
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「PSW のひろば」は、県士会に所属する PSW（C 子）が実践の中
で感じているさまざまな思いについて、先輩 PSW（P 子）が一緒に
考えるコーナーです。今回は「毎日電話をかけてくる A さん」につ
いて相談がありました。

私は、精神科病院の相談室で PSW として勤務しています。
A さんは、就労継続支援 B 型（以下、B 型）に通所していますが、気になることがあるとあらゆるところに電
話をかけることを優先させてしまうため、B 型の仕事にほとんど行けていません。私の勤務している病院の相談
室にも、A さんから毎日電話がかかりますが、
「流行のファッションを教えてください」
「ラッキーカラーがピン
クなんです」など、相談ではなく友達に話すような内容です。同じことを繰り返し話され、電話の回数も多いた
め、A さんと「電話は 1 日 3 回まで」と決め事をしました。それでも 4 回目の電話をかけてくることがあり、
私もイライラして「電話をするよりも B 型に通ってください」と、突き放すように答えてしまいました。しかし、
A さんは私の発言を気にも留めず、別の話題を話し続け、電話を切った後、私がいくら真剣に答えても A さんに
は何も響かないのではないかと感じました。やるせなさを感じる一方で、突き放すように答えるのではなく『も
っと良い言い方があったのではないか』と自分の PSW としてのかかわり方に反省する思いもありました。
A さんに対して、PSW としてどのような視点でかかわっていけば良いでしょうか。ご助言いただければと思
います。
（PSW3 年目 C 子）

私が C 子さんの立場で、1 日に何度も毎日電話がかかってくることを想像すると・・・イライラして当然だな
と感じました。そもそも A さんは、何を目的に電話をかけてきているのでしょうか。支援の目的が共有できてい
ないと、PSW 自身もそうですが、クライエントもどのように PSW とかかわって良いのかわからないのではな
いかと思います。
もし私なら、一度、面接の場を設けるなどして、改めて電話をかけてくる意味や目的を明確化し、A さんと共
有すると思います。もしかして、電話には A さんなりの目的があるのかもしれない、特に意味はなくただの気晴
らしかもしれない、誰かと言葉を交わすとスッキリするからなのかもしれません。やみくもに電話を取り続ける
のではなく、毎回テーマを決めて定期的に面接をしてみてもいいかもしれません。
C 子さんは A さんの電話の内容が「友達に話すような内容」であるため「相談ではない」と感じているかもし
れませんが、何が A さんにとっての相談なのか、より良い支援なのかは、今のところわからないと思います。例
えば、電話の目的が気晴らしであったとしても、回数を決めるなど約束をしてできる範囲で気晴らしに付き合う
ことが、A さんの支援に繋がっていくかもしれません。もし、A さんが約束を守れず何度も電話をされ、受けき
れないしんどさがあるのであれば C 子さんなりの都合や思いを伝えてみてもよいかもしれませんね。こうしたや
りとりを繰り返すことで援助関係が構築できれば、約束以上の電話がかかってきた際に我慢して聞き続けるので
はなく、約束を確認し電話を切ってもいいかもしれないですよね。
PSW の「かかわり」とは、単に我慢してクライエントに付き合うことではなく、PSW とクライエントが互い
に思いを伝え合い、理解しあうことです。こうした相互的な「かかわり」こそ「PSW の専門性」です。時間が
かかることもありますが、丁寧にかかわり続けることで次第に援助関係が構築されます。そこからが、本当の支
援のスタートではないかと思います。（先輩 PSW P 子より）
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新人

ピアサポートいしびき 高畠

直之

平成３０年度より、県士会に入会させていただいた高畠と申します。平成３０年に精
神保健福祉士の資格を取得し、ピアサポートいしびきで地域活動支援センターの担当と
して働いています。精神保健福祉士として利用者の方 1 人ひとりに合わせ、どういった
目的で話しかけたり、行動するのか考えながら日々取り組んでいますが、知識不足や経
験不足を感じることも多いです。研修等に参加し自己研鑽を図り、自身の成長に繋げて
いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ベテラン

たきの里・ききょうが丘居宅介護支援事業所

示村智子

学生時代、実習先の病院で精神科ソーシャルワーカーに出会いました。生活支援に際
し、なにごとも“当事者とともに”という先輩ソーシャルワーカーの姿勢と実践に感
銘を受け、
「私も精神科ソーシャルワーカーを目指したい！」と強いあこがれと自身の
将来への道すじを見つけられる機会を得ました。いま、これからも利用者の方が望む
生活の実現に向けて、たえず当事者の声に学ぶこと、ともに取り組むことを大切に実
践したいと考えています。

新人

青和病院 金子 千咲
平成 30 年度より石川県精神保健福祉士会に入会させていただきました、金子千咲
と申します。
就職して 4 年目となりますが、これまで日々の業務に精一杯で、専門性の向上や自
分のかかわりを振り返ることが十分にできていなかったと感じています。患者様の思
いを聞き、一緒に考えていく姿勢を大切に、今後は研修等にも参加して実践に活かす
ことのできる力をつけていきたいと考えています。皆様さまにはご指導いただくこと
が多いかと思いますが、よろしくお願いいたします。

ベテラン

自立就労支援センターいしびき 林田 雅輝
常に自分が正しいかどうかに関心があった新人時代。外で学んだことをすぐに具現化
したい中堅時代。経営を考えている管理職の今。正直にいうと大切にしたいことと優先
してきたことは時に違ってて、いつも矛盾と葛藤の中。最近、倫理綱領を読み、葛藤の
中でもＰＳＷとして在ることを肯定してくれる道標だと感じ、涙が出ました。そういえ
ばここに書いてあることってＰＳＷ仲間とたくさん話してきたなあと思うと、
また話し
合いたい気持ちになります。今後ともよろしくお願いします。
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新人

岡部病院 中村 茜里
平成 30 年度より石川県精神保健福祉士会に入会させていただきました中村と申し
ます。学生の頃学んだ「本人主体」
「意思決定」がどれだけ大切なことであるのかと強
く感じるとともに、その難しさについても実践を通じて実感しています。自分らしく
「笑顔と元気」をモットーに、自分ができることをコツコツと実践に反映できるよう
取り組んで行きたいと思います。また、患者様一人ひとりに寄り添った PSW になれ
るよう出会いを大切に、丁寧な関わりを心がけていきたいと思います。
今後は積極的に県士会の研修に参加させて頂き、自己研鑽に努めたいと思います。
皆様にはお世話になる機会が多いかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

ベテラン

ときわ病院 坂東 七菜
私は大学を卒業して、
「ときわ病院」に就職して医療、福祉と多分野な部署を経験
してきました。これらの経験を通して、ソーシャルワーカーとして何ができるかを考
え、様々な分野の方と出会い、視野も広がりました。そもそも人と関わり自己研鑽を
重ねる仕事に魅力を感じていたのですが、今はその責任と大変さを感じています。私
が大事にしているのは「誰からも学ぼうとする姿勢」です。これからも健康に気をつ
けて、私らしく一歩ずつ進んでいきたいです。

職場リレー紹介

医療法人社団浅ノ川

桜ヶ丘病院
当院の精神保健福祉士は、許可病床数 444 床に対し５名

と超少数制の地域医療連携室と、１名のグループホーム担当
がおります。人が足りない多忙さと、精神科医療現場に残存
するギャップに涙しながら、互いに語り合い・支えあい、小
さな喜びを大切にして関わっています。
最年長の四日を筆頭にあまり研修に参加しておらず、お恥
ずかしい限りですが、同業のみなさん、他機関のみなさんと
の関わり、繋がりはとても大切に感じております。
何かありましたら、いや、なくても、お気軽にお声をかけ
（後列左より 福田・道村・松井（グループホーム）

てくださいね。

前列左より 小林・四日・喜多）

医療法人社団浅ノ川 桜ヶ丘病院
〒920ー3112 石川県金沢市観法寺町へ 174 番地
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ホームページ

http://e-sakurahp.com

メールアドレス（地域医療連携室直通） soudan@e-sakurahp.com
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平成３０年１２月 8 日・９日
（in いこいの村能登半島）
テーマ：退院後生活環境相談員を使いこなそう

目的
今回の一泊研修では、PSW がそれぞれの立場で如何に制度を活用し、退院支援に向けた連携や
地域の相談体制の構築に関与していけるか考えることを目的に実施しました。岩尾会長からは、退院後
生活環境相談員の現状や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの概要、今後求められる連携や地域
づくりについて講義がありました。また、岡部病院の田辺さんとあるふぁの生田さんから退院支援に係る
実践報告があり、医療機関と相談支援事業所等がどのように連携していけばよいか、参加者同士で考える
機会となりました。
研修後は懇親会では、普段交流する機会のない会員とも話が弾み、交流を深める機会となったと思い
ます。（社会福祉法人なごみの郷 金谷 葉月）

感想
一泊研修では、退院後生活環境相談員として求められる役割や大切にすべき視点について学ばせて
いただき、自分の役割を理解して面談や会議に参加することができているかを振り返ることができま
した。また、普段の業務の中で退院したくないと話される方との関わりがあったのですが、自分はそ
の思いを受け止めて支援ができているか、不安も含めた支援を一緒に考えられているか等の気づきを
得ることができました。今後は、安心して話をしていただける関係づくりを心がけ、ご本人の思いや
ニーズを他支援者の方々と一緒に支援していきたいと思います。 （七尾松原病院

寶達 里圭子）

今回の一泊研修は講義と実践報告という形であり、より具体的に退院後生活環境相談員について知
ることができました。グループワークでは「外部の支援者とクライエントを繋げるタイミングについ
て」の意見交換が特に印象に残っています。病院の支援者と地域の支援者で繋がるタイミングに差を
感じているケースが多くありました。意見交換を通し、①一人で抱えるのではなく、外部の支援者に
クライエントの状況等を伝え、繋がるタイミングを相談する。②PSW としてカンファレス等に参加
したいタイミングがあれば事前に伝えるという工夫を知りました。私自身も他の支援者とクライエン
トを繋げるタイミングに悩んでいました。この工夫を実践していきたいと思います。
（加賀こころの病院

澤村 友梨）

岩尾さんの講義では、
「地域包括ケア」＝「人と人とのつながりとひろがり」のお話がありました。
本人が望む生活のために、
「ともに考え協働していくこと」が今後より求められると思いました。
生田さんのお話では、地域援助事業者視点の退院支援についての思いを伺える良い機会となりました。
地域支援者と気軽につながれるように、との話題があり、病院にいる自分も地域の方からそう思って
いただけるように何ができるか、と業務について振り返る時間となりました。とても身近に感じる話題
ばかりで、たいへん勉強になりました。今後も敏感に研修情報をキャッチしていきたいと思います。
（岡部病院
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田邊 岬）

初任者研修では、主に経験年数が 1～3 年の初任者を対象とし、PSW としての大切な価値や倫理、知識を学び、
今後の実践に引きつけて考えられるような基礎作りを目的としています。今回は当会の岩尾会長より「さあ！ソー
シャルワーカーとしてのスタートだ！！～PSW にとって大切な視点～」とのテーマで講義をいただきました。岩
尾会長が初任者だった頃の経験談を交えながらお話いただき、先輩 PSW の経験や学びを聴くことができる貴重な
機会となりました。グループワークでは、困っていることや抱えている思いを共有し、
「自分だけが悩んでいるの
ではない」と励まされたとの感想も多くありました。また、
「緊張したけど参加してよかった」との声もあり、研
修をきっかけとして、初任者、会員同士のつながりの場となっていただけたらと思います。
加賀こころの病院 花村 珠実

初任者研修に参加をして、ＰＳＷが大切にしていきたい視点について学ばせていただきました。一年目の私にと
っては、同じ職種の仲間に出会えたことや、ＰＳＷの先輩方からお話を聞くことができ、大変貴重な機会となりま
した。働き始めて、自分が日頃感じていることと照らし合わせながら講義を聴いていましたが、私自身がＰＳＷと
して働く上で、何を大切にしていきたいのかを考えるためのヒントをもらえたような気がします。
“私のアイデン
ティティーはソーシャルワーカーです。
”講師の岩尾さんのこの言葉が忘れられません。私もいずれそう言える日
が来るように、まずは今という一瞬一瞬のかかわりの積み重ねを大切にしていきたいと感じました。
石川中央保健福祉センター 馬木 美里

石川県精神保健福祉士会は平成28年度より
それまで石川県社会福祉士会と二団体合同で
行っていた研修に石川県医療ソーシャルワー
カー協会を交え、年に一度ソーシャルワーカー
デーにちなみ三団体共催での研修を行ってい
ます。平成 30 年度には大阪から生活保護問題
対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士を
迎え、
「今、生活保護でなにが起きているか～
人間らしくいきる権利獲得のためにソーシャ
ルワーカーに期待すること～」と題し講演をし
ていただきました。これまでも「ソーシャルワ
ーカーの成長」や「意思決定支援」
、
「貧困問題」
など会の垣根を越え、ソーシャルワーカーとし
て共通の課題やテーマについて学んできまし
た。例年 100 名近い方に参加していただいて
おり、他団体で実践されているソーシャルワー
カーの方々とじっくりと話あえる貴重な機会
です。今年も三団体での研修を予定しておりま
すのでご期待ください。
ピアサポートはくさん 中田 史朗
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今までは生活保護に関して、メディアの情報と曖昧な制度理解のみでわかったつもりでいまし
た。しかし、政治家の対応や制度の動向、各国の生活困窮者への対策を学ぶことで、自分が勉強
不足であることを実感するとともに、当たり前だと思っている現状に疑問を抱くことの大切さを
感じました。講義後のグループワークでは、普段の仕事や県士会の活動で関わりの少ない方々と
話すことで、今までにない視点や考え方を知ることができ、貴重な経験となりました。グループ
ワークが進むにつれ、仕事に対する思いや考え方に共通点が見えてきて、働く分野が多少違って
も同じソーシャルワーカーだということが実感でき、仲間がたくさんいることの心強さを感じま
した。

津幡町地域包括支援センター 越村 悠

この研修会は、私にとっては楽しみ半面、十数年前生活保護担当だったことから贖罪の気
持ち半面の複雑な思いで参加しましたが、
「生活保護は、社会保障・生活保障の根幹。
」やっ
ぱりそうなのだと再認識することができました。小久保弁護士の話には生活保護行政改善に
向けた取り組みが散りばめられており、私たちはソーシャルワーカーとして、相談者にしっ
かり寄り添っていかないといけないと改めて思いました。そして、グループワークで様々な
立場のソーシャルワーカーの方々といろいろな悩みを含めて思いも共有できたことが意義深
く、何より元気をもらいました。

七尾市役所 藤田 陽子

石川県精神保健福祉士会 facebook では、研修案
内等のお知らせをしています。コメントや「いい
ね！」をお待ちしています。
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〈〈 編集後記 〉
〉
今回は「児童～青少年期における PSW のかかわりについて」をトピックスとして取り上げ、会報誌を作成
しました。完成した原稿を拝見し、私自身が今までかかわっていなかった方々に寄り添う会員の姿を確認する
事で、改めて「精神保健福祉士が活躍しているすそ野の広がり」を感じました。
また今後も、様々な県士会の活動や会員の活躍する様を掲載していきたいと思います。今後ともよろしく
お願いします。
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