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第49回社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会

第1 2匝旧本精神保健福祉士学会学術集会に向けて

( 『ソーシャルワーク実践(魂)の再生

〜問われる価値と専門性〜』 )

大会･学術集会長(社会福祉法人共友会)
岩尾

貢

かつて､精神科ソーシャルワーカーは利用者の自己決定を中心に据え､関係性を軸にしたかかわりを
通して､地域の重要性を理解し､デイケアや作業所での実践､共同住居からスタートしたグループホー

ムでの取り組みなど､制度の枠組みを超えてさまざまな実践を行なってきました｡現在､高齢者の介護
現場での地域生活支援を中心とする実践形態においても､制度を超えた取り組みが評価され制度化へと
結びついていますo我々のソーシャルワーク実践は､常に当事者のニーズから出発し､できないことへ

の支援ではなく地域社会とのつながりの中で当事者本人がしたいことができるための支援へと変化し
ていますoこのように我々の実践は･当事者とのかかわりの中で絶えず進化し､その新たな実践から新
たな制度が生み出されてきました｡
しかしながら､精神保健福祉士法によって資格制度化されて以降､制度の枠組みの中での運営や業務

をこなすことにとらわれ､法制度における役割や周囲からの要望に応えることを実践の枠組みに置き換
えてしまうことで､我々ソーシャルワーカーの実践が当事者のニーズに応えるものではなくなるという
課題性があると考えられます｡

昨今･精神保健福祉を取り巻く環境は目まぐるしく変化し､ともすると制度や政策に振り回されるこ
とも少なくありませんoしかし私たちソーシャルワーカーの役割は､あくまでも利用者の自己実矧こむ
けた生活支援でありますo利用者との｢かかわり｣から兄いだされる課題に対し､少しずつでも状況の
改善を図れるよう環境に働きかけることは･重要な役割であり､また､どのような状況であっても本人
以外の都合が優先され､ ｢本人不在｣になること力喝しはう､利用者一人ひとりとの｢かかわり｣を個々
の精神保健福祉士が検証していくことが大切です｡

国家資格化により･精神保健福祉士が担う役割や社会的な期待は拡大しつつあります｡一万で社会的
な要請を重視するあまり､精神保健福祉士が自身のかかわりや理念に照らした実践について､相互批判
や切瑳琢磨するための土壌が失われてはいないでしょう机
Y問題の反省を基に築いた｢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｣

という日本協会の基本方針が今の社会の中でどのような意味を持つかを問い直すことが重要であると

考えますo第49回大会で琴､大会テーマを『ソーシャルワーク実践(読)の再生〜問われる価値と専
門性〜』としました｡第1回大会からの協会の半世紀を振り返り､ PSWとして何ができ､どのような
課題を持っているのか､今後どのような方向つけが必要なのか､ ｢専門職としての価値と実践内容の統

合(荒臼寛)｣という私たらの存在意義を問う意味も含めた大会にしたいと考えています｡
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日本精神保健福祉士協会全国大会熊本大会の報告
‑平成24年6月21日〜6月23日‑

今年の全国大会は福島県で開催される予定でしたが､東日本大震災の影響のため､急遮 こ
熊本県で開催されることとなりました｡開催地は通常であれば約2年間の準備期問を程て､ :
大会に臨むところですが熊本大会の準備期間は1年と限られていました｡大会では1 00 :
0人を超える参加があり､大きな混乱もなく終えることができたのは､熊本県のスタッフ :

■

の入念な打ち合わせや丁寧な対応､何より熊本スタッフの団結力があったからではないか;
と感じました｡

:

来年は石川県で開催されます｡熊本大会からの思いを引継ぎ､大会のテーマである『ソ :
‑シャルワーク実践(読)の再生〜問われる価値と専門性〜』について､多くの方と共有:

し､ソーシャルワーカーとして振り返る良い機会となればと思っています○金沢らしいお:
もてなしでお迎えし､より多くの方に参加していただきたいと思うと同時に､石川のスタ :
ッフが集結し､力を合わせていかなければならないと強く感じる熊本大会でした｡
;
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地域生活支援センターあるふあ
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平成24年6月21日〜23日に田本精神保健福祉士協会全国大会･学術集会に参加し､

I

:分科会で発表させていただきましたo
: 大会期間中は連日の大雨となり､晴れ渡った空の下で熊本の街並みや阿蘇山を見ること
:は残念ながらできませんでした｡しかし､そんな天候とは異なり､熊本大会･学会には1
: ooo名を超えるPSWが全国から集まり･会場は熱気に包まれとても活気あるものでしたo
: 前E]はプレ企画が､大会初白には協会前会長竹中矧こよる基調講演､厚労省障害保健福祉
:部精神･障害保健課福田氏による特別講演､一之瀬たけし氏とご両矧こよる記念講演､そし
:て総会と懇親会が行われました｡また､ 2白目の分科会では｢高松病院におけるPSW業務
I

:の現状と今後の支援のあり方｣というテーマで発表を行いましたo
: 私自身､学会での発表は今回が初めてで､大きな不安や緊張を抱えての参加となりまし
:たが､しかし､今大会･学会への参加は､白々の実践を振り返り､また､ PSVVの役割や視
:点､今後の課題について改めて考えを深める有意義な機会となりました｡

;最後に､今回このような責重な機会を与えて下さり､多くのご支援･ご協力をいただい
:た万々にこの場をお借りして心から感謝の気持ちをお伝えしたいと思います｡本当にあり
三 がとうございました｡
●

芦川県立高松病院
I･.‥日.;
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強のためだけではなく､今回は別の目的(活動)もありました｡それは､ ｢来年の石川六
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会に沢山の人が来てくれるよう､ "あたり前体操"を踊る｣ということです｡
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皆さん当たり前体操をご存知ですか?そうです､お笑い芸人のCOWCOWがやってい
るちょっと面白い芸です｡それを400名以上参加している懇親会会場のステージの上で

行わないといけないという､心臓ドキド羊のミッションがあったのです(その時作った歌
詞や演奏､パワーポイントが欲しい万は木谷までご連絡ください)
これを怖いもの知らずの6名の男性陣と歌唱力をもった
10数名の女性陣と共に､披露してきました｡
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その写宍かこちらです⇒

結果は大成功､地元のゆるキャラ｢くまモン｣に負けず劣らない石川県のアピールは十

分できたのではないかと思いますCなぜ石川県が縁もゆかりもない"あたり前体操"を踊
ったのかという些細な問題には触れてはいけませんが､これで来年の石川大会には参加者

が殺到するはずです!ご期待下さい｡
あっ､ちゃんと勉強や裏方の仕事も沢山見てきましたよ(汗)記念講演では感動してD

VDも真っ先に購入しましたo全国大会は自分にとって新たな経験をもたらしてくれる貴
重な機会であることを再確認しました｡来年度は石川大会､全国の専門職が一同に集まる
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社団法人日本精神保健福祉士協会全回大会

第12 Ja E]ホ精神保健福祉士学会学術集会
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石JJt大会の訴知らせ
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<大会テーマ>
ソーシャルワーク実践(読)の再生
〜問われる価値と専門性〜
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大会会場:金沢歌劇座
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｢日本精神保健福祉士協会石川県支部

緊急連絡網｣について

平成23年度定例総会にて承認されました石川県支部災害対策計画を基に災害対策委員会にて体制整備等の協議を
進め､今年度定例総会にて緊急連絡網が承認されました.
能登半島地震や乗E]本大震災の経験から､平時からの備え･情報収集など災害時の支援活動や体制強化の必要性が

あり､日本精神保健福祉士協会が配置を勧める災害対策委員に加えて能登･金沢･加賀の各地区に複数名の災害対策
地区委員を設置することとし､緊急連絡網を作成しました｡
｢平時以上のことは災割寺にはできない｣との考えからも平時からの横のつながりや体制などを皆様と一緒につく

り上げていきたいと思います｡また災害対策地区委員について今後も拡充･強化していきますので､会員の皆様にお声
をかけた時には､御協力宜しくお願い致します｡
石川県支部災害対策委員長

河元

日本精神保健福祉士協会石川県支部

寛泰(ピアサポート北のと)

緊急連絡網

東裕紀
支吾限【災㈱痕】
寺西

里恵

サンライフたきの里

昌岐部長【災誹短体部長】

喜多

昌恵

事務局長【災柵】

1祖: 0761‑78‑0666

野々市こころのクリニック

地頭指動支援センター かが
Ta : 0761･72･7779

'払1 : 076･24812122

災害対策委員会

加賀ブロック

岡安努災職

寺西里恵災≠諌傑蛮員

河元寛泰災綿員【㈱

やたの磐石放ンタ‑

野々市こころのクリニック

地蘇襲枝援センターヒアサポー日加:)と

■托1 : 0761･44･5558

r捉l : 076‑248･2122

岩尾

貴災顛撰晦蛮員

石井

了恵

Tbl : 0768･5210305

国下淑代端数牌唖蛮員

災榔委員

(サブリーダづ

木谷

石川卿棚糾課

石J r l県ここ柵ンタ‑

'托1 : 076‑225･1427

Tel : 076123815761

臓センター

あるふあ

rkl : 076･280･9147

昌平

災棚員

(サブリーダづ

(サブリータしう

地頭詳旗陵妨‑ピアサポートのと

Tel : 0767･54‑0808

棚額好泰牌委員
吉田

麻実子

働睡蛮員

医王ヶ廟院

rkl : 0761262･6565

石川県端松種完
r払l : 076･281･1125

窪田

深山

絵理

災榔委員

鮒ナトリウム

和世

朝本哲夫卿睡蛮員

牌委員

公卿日中軸丙完

欄捺所

lu : 076･27512222

Tbl : 076･261･0059

弔称也幸恵

西井厳㈱員

光軸雛室員

｢提l : 0761144･2545

ときわ固完

はばたき

′挺1 : 076･248･5221

r提1 : 076128912277
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田辺

めくみ

婚簸馳委員

公鮒ンタ‑
1u : 0767‑52‑8760

折一一一理事.監事紹介

夢磁

今年は役員改選がありました.今回は新メンバーの2名の万から､ ①新役員になっての抱負､ ②精神保健福祉士として大
事にしていること､ ③その他(趣味や熱中していることなど)について伺いました｡

この度､理事として県土合活動に参加させていただくことになりました｡右も左も分からない
状態で不安だらけですが､皆さんからのご助言やご協力をいただきながら､与えられた役割を担

えるよう努めたいと思います｡日常業務では医療観察を担当しております｡ご本人が望まない処
遇であっても､何かしら得るものがあるように取り組んでおりますが､課題が山積する中で焦る
毎日です｡県内全域を担当するので､外出時にその土地その土地の景色を眺められることが楽し
みとなっております｡皆さんの現場にもお邪魔するかもしれませんので､その時はよろしくお願
いします｡

金沢保護観察所 朝本哲夫

この度､新たに監事に就任いたしました､山口と申します｡監事をするのは初めてで不安も多い
のですが､微力ながら会のお手伝いができればと考えております｡
私が現職湯に入職してから1 8年､思えば様々な関わりがありました｡しかしどこかで､精神保

健福祉士としての基本的な視点を見失ってしまうのではないか､という不安も常にあります｡
日常業務に流されるだけでなく､色々な関わりを通して｢精神保健福祉士としてどうあるべきか｣
と常に問い続けていきたいと思っています｡

今私が熱中しているのは車です｡ドライブも好きですが､最近は車そのものの構造と気持ちよく
走ることを知りたいと思い､現在はちょっと古めのスポーツカーと交際中です｡

桜ケ丘病院 山口妙子

轡革革+石川県精神保健福祉士会(日本協会)の入会の案内轡轡革串
① 入会に関するメッセージ
日常の業務の中で､かかわりに迷いを感じたり､これでよかったのかと思ったりすることは､誰にでもあることだと思います｡

また､実践の中で明らかになる課題で､単独の機関や個人で解決することが難しいこともあります｡所属機関を越えて､同じ専門
職同士が仲間としての横のつながりを持つことで､精神保健福祉士個人では解決できない課題･問題に取り組んでいく力を持つこ
ともできると考えますD

石川県精神保健福祉士会には､日ごろの悩みや課題を共有し､
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(201 2.7.1現在)なごみの郷グループ

社会福祉法人なごみの郷

〔地域活動センター<ろゆり〕 (平成20年11月開設)
TEL:076 1 ‑24‑5739

○小松市北浅井町リ123番地

FAX:0761 ‑41 ‑5773中富(管理者兼サービス管理責任者)

生活介護事業(定員12名)自立訓練(生活)事業(定員8名)
中村(生活支援員)
地域活動支援センター事業(小松市委託事業)

TEL:076 1 ‑23‑7232㈹

FAX:0761‑23‑7284

2012年8月23日発行(発行･編集)石川県精神保健福祉土合

○小松市不動島町甲22番地

(平成12年4月開設)

中田(管理者)

〔就労支援センターつばさ〕
就労移行支援事業(定員6名)
就労継続支援(B型)事業(定員24名)宇野(生活支援員)

〔地域活動センターはまかぜ〕 (平成24年3月開設)
○能美市中ノ江町と104‑1
TEL:0761 ‑58‑0753

中田(管理者)

FAXO761 ‑58‑0754小川(センター長兼生活支援員兼相談支

〔ケアホームなごみ･しらさぎ〕

援専門員)

共同生活介護事業(定員15名)木村(サービス管理責任者)

就労継続支援(B型)事業(定員10名)
地域活動支援センター事業(能美市小松市委託事業) (定員10名)

〔相談支援センターなごみ〕
一般相談支援事業､指定相談支援事業､障害児童相談支援事業

〔グループホーム弥生荘〕 (平成14年4月開設)

○小松市育成町18

〔ホームヘルプステーションなごみ〕
居宅介護事業

共同生活援助事業(定員4名)

EEE島(サービス管理責任者)

I∴十釆享
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;就労支援センターつばさ:

ホームヘルプステーションなごみ

;地域活動センターくろゆり; ;地域活動センターはまかぜ

社会福祉法人なごみの郷では小松市および能美市内の4ヶ所で9事業を展開しています｡
職員32名(パート職員､ヘルパー含む)のうらpsvvは8名です｡

交

家族会運営の小規模作業所を母体とし､ボランティア会や市民有志が準備会から立ち上げ､法人施設を運営して1 3年

になります｡地域で､地Ⅰ或の皆さんに支えられ利用者さんも職員もいっしょになって歩んできました｡ 6月初めに開催し
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石川県精神保健福祉士会ホームページの
会員ページパスワードは･ ･ ･
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次回のリレー紹介は､
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w』です!

｢ワークショップすず｣さんです♪
ぉ楽しみに!
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○静○編集後記⑳○⑳
今号は全国大会について取り上げました｡いよいよ来年の大会にむけての準備が本格的にスタートしました｡皆さん

の知恵と発想と体力(?)を結集させて実りある大会を実現させましょう｡
笑顔満載の職場紹介はいかがでしたか? ｢うらは人数少ないし｣ ｢私のとこは1人やから｣と思っていたらやばい

ですよ｡いつもの笑顔で待っていて下さい｡バトンはこれからも県内各地をリレーします｡
★次はあなたの職場かもしれません!バトンはこれからも県内各地をリレーします｡次号もお楽しみに!! (茎)
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