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｢座談会企画:会員の声～相談支援専門員の現場から～｣

くろ-ぱ-では会員の声を積極的に取り上げ､個々の現状を共有できるように紙面づくりに努めていますo今回は相談

支援専門員の業務に就いている会員の座談会を企画しました｡法制度や福祉サービスの枠組みが目まぐるしく変化する

最前線で､ PSW (精神保健福祉士)として実践をするなかで感じていることを率直に語っていただきましたo所属や

経験年数､地域が異なる参加者の語らいは内容盛りだくさんで､まさに｢当事者｣の声です｡ PSWとして働いている

皆さんが､日常業務を振り返る一助となれば幸いですo

平成25年11月6E3 17:00-　石川県庁にて開催

【座談会出席者】 (順不同･敬称略)

寺西里恵(座長) :相談支援事業所ピアサポートはくさん(白山市)､坂井玲奈:地域活動支援センターかが(加葉市)

木谷昌平:地域活動支援センターピアサポートのと(七尾市)､嶋川裕志:ピアサポートいしびき(金沢市)､

西井巌:社会福祉法人やまびこなごみ(津幡町)､西EEl久美子:地域活動支援センターののいち(野々市市)､

吉岡夏紀:こまつ障害者就業･生活支援センター(小松市)

寺西:こないだの石川大会の時に岡部さん(罰内世英日鼓

援ビンタ｢/折牌が､精神保健福祉士である前に一人の人

間として社会に役に立つ手段として仕事をしていると､そ

の舞台として相談支援事業所という場所が与えられて､そ

の中のたまたま相談支援専門員という役割を担っている

んだよと話をされていたのを思い出していました｡ ｢PSW

として｣みなさん､どんなふうに今の仕事に葛藤を感じて

いますか?

木谷:よく仕事でP SWの方がこだわりを持って仕事をさ

れるという評価をうけるんですよ｡時間外じゃないと見え

ないものもあったりするんですが､時間外のかかわりは業

務以外なので基本的にやらなくていいんじゃないかと言
われたり｡

吉岡:時間的なことだけじゃなくって､なんでそこまで本

人の思いにこだわるっていうか-そんな雰囲気は感じた

ことがあります｡

準琶:そうですね｡本人の思いにこだわるっていう部分は､

精神保健福祉士の同僚としゃべっていて､同じ感覚で他の

ところに行くと｢違うんだな-｣っていうことがあります

ねo

寺西:私たらの当たり前力当たり前じゃないんじゃないか

なって思う瞬問ってありますよねo

嶋…書き:精神保健福祉士も相談支援専門員も､その人のニー

ズに沿った形で支援をしていくということは変わらない

とは思うんですけど､なんかそこを相談支援専門員は勝手

にやってくれる人だという思いを持ったまま､こちらに言
ってくる支援者の方も中にはいるのかなってo

済罪:最近なんかね､置かれる環境とか状況の中で､長期

的にどうしていくかを少しは考えないといけないのかな
と思ってみたりして-まっすぐ突っ走るだけではいけな
いのかなと思っていたり｡バランスを考えすぎてしまうこ

ともあります｡

寺西:私自身が､目の前でスイッチが入ってしまうタイプ

なので､長期的に一緒に協働しながら色んなチームとか関

係機関と話が出来るように鼻に付けなきゃなっていうの
は感じていて､西井さんもそんなふうに思ってたっていう

のかすごい励まされるというか｡

木谷:僕､職場でバランサーつて言われとるんです｡どこ
にも敵を作らないっていう(笑)｡でも､周囲の人から｢も

う一生入院しとれ｣みたいに思われている方とかかわった

時には､行政に意見しながら何とか退院まで持っていった

こともあったんです｡相談だからバランスをとらなきゃい

けないのかは､何とも言えないですけど､配慮してやらな

きゃいけないなというところはよく感じますねo



寺西:まさに､ワーカーがずっとやってきた調整機能って
いうところなんだなと思う｡所属の中の立ち位置だけじゃ

なくて､地域の中の自分とか､いろんなところの自分とい
うのを意識すること増えませんか?

吉岡:病院の中ではソーシャルワーカーつてマイノリティ
ーで､誰とも理解し合えないなあと思ってだけど､地域に

出たら出だで､色んな人と考え方が合わないこともあっ
て｡環境が違っても置かれた立ち位置っていうのは変わら

ないんだなと｡あと､さっきのバランスの話も､バランス

をとるというよりは､いかに本人の｢実｣になるように､
どう動くか｡

奪西:まさに､かかわり､相互関係ですね.

†やや隼や干草†中世里† 守
*地域との協働*

吉岡:意外と､何にも専門的なこととか知らない近所のお

ばちゃんがA型事業所で支援者として働き始めろゃっ
て､ ｢なんかよくわかちんけど､これって差別なんかな?｣

と力㌧ ｢払って甘やかしてるのかしらね､どう思う?｣って

おばちゃんなりに色々考えて質問されたりすることがあ
って｡別に精神保健福祉士!とかワーカー!とかじやなく

ても､そうやって協働できる入っていっぱいいるんやなっ

て感じたりもします｡

寺西:地域の力やね｡

滅罪:専門職とかじゃないおばちゃんがそうやって考えよ

うとしてくれてるんですよね｡そこの気持ちって一緒に考

えたいなって思うし､ワーカーだけが事業所の中で頑張っ

ても､ご本人の応援に結びつかないっていうか-でもなん

かテーマとズレますよね?

寺西:ズレてないよ｡どうしてズレてると思うの?

厳罪:おばちゃんっていうことが-0

専西:そういうおばちゃん達ともつながるということが仕

事じゃないの?

憲岡:協働しないと､ですよね｡

旗罪:おばちゃんたらと話し合ったりする時に､どうやっ
たらこの人に伝えられるんやろう?って考える時もあり
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ます｡難しい言葉使ったらいかんなあとか-まあ私はそん

なに難しい言葉は出ないんですけど｡

寺西:私たちのこだわりを､言語化して伝えるっていうと
ころが私はまだ全然タメだなあって思っていて川｡ワーカ
ーには6ぐらい言えば伝わることも､おばちゃんには10

言っても伝わらないような場面がある中で､やっぱり私達

が､今まで専門職に囲まれて甘やかされていたんだなあと

いうことを思ったりしました｡そういう､おばちゃんみた

いな人たちに､熱くなりすぎるのではなくて一緒にゆっく

り付き合いながら､ ｢何でか｣を言える力を持たないかん

なあと思いました｡

木谷:自分は強く言うことが苦手で｡強く主張しなきゃい
けないところで､他の人なら主張できるところをできなか

ったりします｡一生懸命遠まわしに自分の思いを伝えると

いうか-･｡

葛西:酢孤17と
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*病院との連携*

竃岡:例オま将帝;瞬院か瀞る人の弱者=L Tこi節程前こ

踊ったatカ取って-o本当ま6っと甲ノ憾めち少しず

つ脚<鰍もⅥかなって患部lス河口と)欄乱1
ur=<さん馴曙こと召滝印玩方こもうらよっ臓の中こ

畑取っても′ YJ Ⅵかなと思ったりL;Wo

香西:遅々として進まない地域移行支援と､病院との連携

の難しさを感じませんか?

dG ､ :うちの場合は立地的に総合病院が近いので､そちら

からの問い合わせもたまにありますCうちは母体の精神科

病院があるので､そこを中心に地域移行には取り組んでる
んですけど､総合病院でも地域移行支援について関心が高

まっていると捉えています｡ただ､母体の病院からの依頼

に手一杯になっている現状もあります｡

寺西:私も同じ自前の病院なんですけど､自分のところの

病院の方が断然やりづらいんですよね､退院支援｡

姦岡:逆に､自分のところの病院の方が言いにくいことも
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寄西: ｢あとは､よろしく｣みたいな｡ ｢何をよろしく?｣

みたいな(笑)｡ないですか?他の病院の退院支援とかもか

かわるんじゃないです力＼?

木谷:僕は近くの総合病院の精神科病棟の入院患者さんが

変わったら分かるくらい､病院に行ってますよ(笑)｡で
も一般科は､退院が決まった当日に連絡がきたりします-

もうちょっと早く連絡してほしいと伝えてはいますが｡そ

うそう､七尾の病院を対象に事業の説明にお邪魔させても
らいました｡



寺西:説明に行っとるん?

木谷:はい｡

寺西:どこに?

木谷:精神科病院に｡地域移行支援事業を使って下さいと｡

寺西:斬新やなあ.-｡

木谷:地域移行を使ってくれるとお金も入るし(笑)｡本
人が望めば是非お願いしますと伝えたら､去年と今年で5

件くらい話が来ましたよ｡退院後に介入するより､地域移

行の段階で介入したほうがその方を理解できますし｡ご本

人の地域定着のための体制作りを入院中から一緒にでき

ると思うと使ってくれた方がいいかなと｡

寺西:西井さんのところは､自分のところに病院というの
がないでしょ?いろんな病院から退院支援の依頼がきま

せんか?

済撞gh :そうでもないよね｡平成24年と平成25年で2､

3件くらいじやないかな｡

寺西:みんな､ひそかに退院になってるの?入院したこと
も知らされず､退院したことも知らされなければ分かんな
いもんね｡

:ずっとかかわっている人やったら､さすがに､色ん

なところから情報が来る｡でも､そもそも何もかかわりが

なければ別に入院しようが､退院しようが､病院から何も

連絡がなければ状況はわからないですよね｡

考西:たまたまなんかもしれんけど､退院支援お願いしま

すみたいなのがボンボン来てて､それも地域移行支援では

全然ない人で｡病院のワーカーが｢退院なんであとお願い

します｣っていうような繋ぎ方されると､何をお願いって
いう感じしませんか?

木谷:僕らが受けるのは､だいたい退院後のマネジメント

みたいなのをこっちにお願いしますってことを踏まえた
依頼なのでoでも､本当は､退院支援は病院で取り組める
ことも多い｡

香西:ここからは病院のワーカーの仕事なんじゃないか

な?ここからが私なんかな?とか思うことは多々あった

りするんだけど､まあいいか呼んでくれたしってね｡
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*関わりの時間の保障*

寺西:私､デイケアにお暇出されたんです｡忙しいでしょ
うから､来月からでいいよって言われたんですよ｡周囲の

人に忙しく見せてしまったんやなあって｡

渡罪: ｢もう明日からのご飯も因るようになってきた｡だ
から就労A型働きたいんや｡見学いつできる?｣ ｢ごめん

1週間後やわ｣としか言えなくて､それでも自分の中で一

生懸命組み立てたのかそこで､ ｢え!遅～い｣とか言われ

ると､そうだよねぇっていう自分と､でもさっていう自分

と､なんか感情が出てきてしまうというか､どうすればい

いんやろう､この浮いた感情が気になります｡でもその､

かかわりの時間の保障を考えられること自体が､私からす

るとすごいなと思ってしまうし｡

薫岡:できezjLVt;8o r等! ｣ゴこいうタイミニノブこどうじこ宅動

けて乱愉悦

寺西:木軌緊笥堵コ掴ますプて断言し尺だじゃ窃′ Ⅷ

木谷: 8顎m O頚釈吏椙日に墓相訳洩れて芸人碑1ど

つ御霊監物y)＼ってぎこでも行ったら門司uこ∋貯≡訊′?｣

って罫11るL/ ･切払晦あ- ･o

葛西:こコn髄んうて委喜耶払あ耕慧毛
弧し欄岩鮒曙とこ珊
りま召胡急でもやっ.細鰍寄書った力め耽りの時
間乃敵地ちょっと難LL lうてのよ鰍コ惑し肌1
ま召カ?

嶋～へ:本当に話す時間がないです｡僕がずっと話を聴いて

きた入って今の制度になってからきちんと時間が取れて
いなくて､どのくらいそのニーズを拾えたかとか､本人が

気持ちを吐き出せたかっていうのが全然確認できないま

ま0-万で計画相談はちゃんと書式って全部決まっていま

すよね｡本当はそこにつながるはずの基本相談の部分が自

分の中でかなりおろそかになっているなって｡そこに加え

て認定調査がこう､フワッって舞い込んで来たりとかする

と｡

琴西:皆さん認定調査もしているんですか｡

霧岡:うらの事業所はしてますねo

蓉西:そういう中で､吉岡さんもさっき言ってたこと､こ
の制度持つんですか｡

護岡:やっぱりPSWとして､

かかわりの時間の保障ってき

ちんとしていかないかんなあ
と思うんですけど･-本当に､

今はそれが､私の-香気が重

いところで-皆さんどうしと

るんかなあって｡

●●　●
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姦岡:本当に.平成27年までにすべての方に相談がつく

予定ではあるけども｡今､期間的には半分過ぎましたよね｡

数的に単純に考えると､この倍の相談っていけるんかな?

旗罪:加賀市では､ ｢00人達成したよ｣って聞いたら､

すごい達成感あったけど､でも､これからも人数は増えて

いきますしね-｡

寺西:いやむしろだからすごく危機感を持っていてC事業

所集めて今後計画相談どうしようかの説明会を障害福祉

課と相談支援専門員で一緒に開催をしたときに｢どうすん
だ?どうすんだ?｣って言われて､ ｢方向性はありません｣

みたいな｡だからみなさんの声を聞いて､もう一回市に危

機感をもってもらおうというか､そのためにやったんだっ

て言ったら､皆｢お-｣って言ってたんですけど｡

gf J…きざ:なんかもう､何の根拠かわかんないんですが市の人

はできますって言ってるんですけど､する私たらには自信

がない｡

寺西:そうなんですよね｡やらなきゃいかんよねって､や

れるかって私にはって｡

坂井:この間､デイケアのワーカーが就労支援でその人と

ずっと関係作って話をしてきたっていうケースを聞きま
した｡でも､いざ福祉サービスを利用するって段階になっ

たら､新たに相談支援専門員がかかわらなきゃいけなくな

るってことで｡本人にしてみたら､同じワーカーに継続し
てそのまま相談できればいいのに､また新しく相談支援専

門員と関係を作らなきゃいけないっていう｡もちろんこう

いう形でかかわる人が必要なんですけど実際その役割を

する人がもういるのに､それって本当に本人のためなのか

なって｡必要な人にタイムリーにかかわれないこともある

のに-うまく言えないですけど､何のための制度なんかな

って､話を聞いて思いましたね｡

蔭芸=ih :最近すごいショックなのが､ ｢そんな事までしなく

ていい｣って言われて､前みたいに仕事を振られない｡そ
こまで無理しなくていいって言われ始めておかしいな･･･

って思って､ ｢いやいいですよやりますよ｣って言うんだ

けど｡どうも上から西井に負担かけ過ぎってお達しが出た

みたいで｡俺どんなに見えとったんやろ?みたいな｡ちょ
っと前までは､何かあれば相談して使ってくれたらいいよ

って言ったら､どうせいないじゃん､いつもいないしいつ

どうすればいいの?って言われてたけど｡

寄西:一番幸いですね｡

惑罪:うん､なんかねo

吉岡:周りが気を遣って.

玩弄:そう､そうなってしまって｡確かにね､一時期移動

する車の中でしか昼飯食ってなかったりとか続いた時は

あった｡結局やっぱり一人って所がうーん厳しいなと思っ

て､相談支援体制をどう作っていけばいいのかなというと

ころ｡
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率郵朝準陣､--ヅ準実弾学部三尊単

寺西:市に相談支援専門員は一人?

薫蒸:津幡町は相談支援事業所が-か所で､専任でやって

いるのは僕だけで､もう一人は兼任｡一応僕は機能強化事

業で入っている｡委託は委託で別にその兼任の人がいて

なんか忙しいらしくて｡

悉岡:忙しいって･･.?

準;拷:計画作ってって振られても｢今忙しいんで出来ませ

ん｣って断られましたって話が｡

吉岡:忙しいって､どういうことを忙しいっていうのか

な?

済罪:本当それ思います｡

香西:断る時に断りにくくないですか?

旗罪:断りませんし､ケース数に余裕のある人に担当を振

り分ける形をとっています｡

木谷:僕の記憶が確かであれば､出来ませんと言うたら駄

目って僕は習ってきたはずなんですけど｡

孝西:誰やそんな厳しいこと言う人?ね?(笑)

木谷:平気で断ったりとかっていうのはちょっと･-｡

吉岡:基本的には､断らないよね｡

坂井:もちろんそうなんですo　計画相談でと言われたら､

やっぱりその人がサービス使えないと困るじゃないです
か､だったら入らないかんと思うのかもちろん一番なんで

す｡ただ､加賀市の場合は事業所選んでない人は､余裕が

ある事業所が受けるという形で話し合うんですが､すんな

り決まらなくてシーンってなってしまって｡そういう時
は､委託をいただいているという現実を考えると､どこか
がやらなければいけないことだと思って｢うちがやりま

す!｣みたいな｡

蔑岡:結局シーン-つてなったら　あの～､うちがやりま

しょうかってなるよねo

坂罪:なります､なります｡

木谷:手を挙げるのはPSWなんですか?

寺西:原則､断れないですよね｡そこに囲っている人がい

るって思う｡

旗鐸:ただちょっと時間もらっていいですか｡急ぎやった
ら､ゴメンなさい無理ですって｡



寺西: 2.3日くらいでする感じ?

坂井:例えば明日､明後日なのか､一週間後お会いするっ
ていう形でもOKって方なのかっていう確認させてもら
って､明Ej､明後日やったらごめん-･つてo一週間後でよ

ければうちが受けますよとかいうやりとりをさせてもら
っている｡

嶋.写り:時間に余裕持ってきてくれる人は､こちらも目処は

立てやすいんですけど､ぶっちゃけホントに急ぎとか〆切

までに出してってなると断っちゃうこともあるんです｡

自分で受けている件数と他の基本相談との質と量を考え
ると､この辺までしかできないっていう部分があって-0

寺西:質か･･痛い-｡

嶋-i :家に行ってみないと様子がわからないとかって思う

と､時間がかかっちゃって｡一件につきとのくらい日数か

かるかって考えると､市に了解とって遅らせてもらう方も

いてoあらたに相談を受けるにしても､それこそ何ヶ月か

先になるっていうのが現状としてあります｡本当に受け方

もこれでいいんかっていうのもあって｡金沢市の件数が多

いからもあると思っているんですけど｡

寺西:他市の方が回ってくるんですよ｡事業所探してって

言われたけど､みんなに断られたって､お願いしますって

来ませんか｡

鳴き≒ :僕達もこの時期くらいなら作れるかなあって言うん
ですけど､書面に締切があるとその日までに出さないとい

けないって思っている方には説明してもなかなか-｡今す

ぐってなると他の所をっていうので､なるべくこちらで他

の事業所を探すようにはしています｡

寺西:そうなんですよね｡ただ断れないよね｡

嶋:市のリストを見ながら､ご本人にどこの事業所なら
行けそうかたずねてみて､こちらから問い合わせてます｡

香西:金沢市くらい規模が大きいとそうやって選択肢が多

いけど､加賀とか小松の詰って､互いにどのくらい持って

いるかわかるんじゃない｡

吉岡:大体わかります｡

寺西:幸いですよね｡渋々あげるっていうの?

:野々市もそうですね｡それぞれの事業所の得意分野

があるので､やっぱそういうところでくると､なんとなく

やっぱり-｡

寺西:断れんよね｡

疫痘:そうですねo

寺西:精神の手帳持ってますって言われたら-､はい､や

りますって｡

嘉岡:得意分野とかってあるんやね､どこでも｡

義挙:市の方でもやっぱりそういう感じで｡

吉岡:私それ違和感があって｡うちの事業所は知的の方が

比較的多いと思うんですけど､私自身はどの障害が得意と
かっていう考え方がなくて｡

寺西:自分が精神得意かって言われたら胸張って得意とは

言えないですけど､そこはウチかなと思うことはあって｡

むしろ効率とか実質的な事を考えると､同じアセスメント

の負担を考えてご本人もこっちが聴く方が楽かなあと思

う時はある｡

霞岡:聴覚障害の人とかにはコミュニケーションに時間が

かかって申し訳ないなと思う時がありますね｡だから､最

近手話習い始めました｡あまりにも自分のコミュニケーシ

ョン手段がユニバーサルじゃないと思って｡うーん-今､

かかわっている方は身体､知的の方の割合が多いですね｡

香西:3障害か･･

義岡: ｢児童6歳｣みたいな時もC

香西:誰のニーズかわからなくなるo児童だと特に､本人
は本当に学校が終わったらどこかに適所したいかな､家に

帰りたいんじゃないかなって｡そう思うことも多くないで
すか?

霊草:うらも児童が入っていますけど､児童が得意な所が

あるので｡知的とか重度の方とかかわるような､今までに

なかった支援が出てきて､ご本人さん達が言葉で表現でき

ない時にご家族の思いだけで計画を立てて､これでいいの

かなって思います｡本人のニーズを汲み取る際に､言語で

聴きとることだけに頼ってたなと最近感じることがとて
も多いです｡もっとスキルアップをして､言語によるコミ
ュニケーションでなくても､ご本人の思いをくみ取ること

ができればって思っています｡

千千千千千千幸手岬IIIIlllIII

*座談会の感想*

寺西:最後に､皆さんから一言ずつお願いします｡

露岡:今､相談支援事業がすごく忙しくなっているけど､

それはどの現場でも共通しているって分かりました｡かか

わりの時間の保障とか､本当に本人主体かってこととか
で､みんなが揺らいだり､しんどいよねって思うところが

PSWとしての根矧こかかわる部分なので､今の相談支援

の仕組みをどうしていくかを今後の課題として､みんなで

考えていければと思います｡

嶋招: ｢できないって言わない｣っていうことが強烈に残

っていて｡自分の中で｢できない｣という理由づけをして

いるのかなとも感じました｡色々な事業所の中で､たくさ

んの相談件数を受け持ってどうやって行こうかと迷った

り､囲ったりしているし､そこらへんは相談支援専門員が

5



一人でかかわるのではなく､何人かでかかわれるような機

会やつながりが今後できていけば､プレッシャーからも解

放されるし､気分的に楽に相談支援専門員ですと名乗れる
ようになるのではと思いました｡

旗罪:私毎日のようにあと1年半って唱えていて､それ
がないとやれない自分がいて-｡だから質って言葉にすご

く敏感になっていて､その質にこだわらなければいけない

と力強い言葉が聞かれると､ 1年半っていう言葉じゃない

他の言葉に救われる自分がいるなって思いましたoそこは

自分だけでどうしようもないことだし､皆さんに助けてい

ただきながらやるしかないっていう気持ちになりました｡

迂≡ミ∴大事にしなきゃいけないものと思いながら､忙しさ

を理由に自分が逃げ腰になっていたなって思って､大変な

のを理由にするのではなく､できることにベストを尽くさ

ないといけないなって感じたのが一番です｡あとはバラン

スの話も出ていたんですけど､いろいろな引き出しを持つ

こと､私は直球であまり行けないので､そのあたりの力を
つけていかなければならないと思います｡

廼yi三洋:いろいろな状況の中で自分がどう動いたらいいの

か､様々な環境に置かれながら､相談支援専門員に限らず､

それは病院の中のワーカーもそうだし｡地域をどんな風に

してい<かっていうこともソーシャルワーカーの役割な
んだろうと思って､僕カリでランスって言ったのは､今まで

自分はそんなことあんまりやって来なかったんで､それこ

そまっすぐ走っていくような感じだったからかも知れな
い｡とにかく相談の体制を何とかしないとな､と思ってい

るのが一番です｡

木谷:病院とデイケアと地域活動支援センターと転々とし
て､今相談ですけど､僕としてはどこも結局忙しくて､で

も初めて来年度までに全部作らないといけないという課

題力喝日確なポジションに来たなって思っております｡相談

が大変なのはあるんですけど､地域に出やすいというか､

退院の時には最近必ず呼ばれるとか､利用者さんと新規で

かかわる機会が増えたので､その辺上手く活用できればい
いなって思いました｡それがソーシャルワーク実践なの

か､わからないですけど､今ある状況を使えればと思いま

した｡

寺西:今ある状況の中で､私たちは何を使ってどんな風に

やって行ったらいいのかって常に悩みながらやってきた
ことは､相談支援事業に限らず､今までもソーシャルワー

ク実践でやってきたことなんだなって今日あらためて感

じました｡あと､今回のようにみんなで課題を話したり､

自分の実践を検証したりすると､とても勇気つけられる､

安心できるので､協会としても研修とかスーパービジョン

とか､今日のように顔を見てかかすつりを話せる壕を持つ必

要があるなあと感じました｡

皆さんありがとうございました｡

(拍手)

今回の座談会いかがでしたか? P SWが相談支援専門員として､どのように利用者と向き合っているか､どのように自

分自身の役割を受け止めているか､そしてどうあるべきかなど話し合われ､私たちP SWのあるべき姿を改めて考えさ

せられるものになったと思いますo ｢くうーぱ-｣では､今後も様々な分野で活躍するP SWの皆さんに､本音を語り

合っていただく機会を持って行きたいと考えております｡また会員の皆様には感想を

聞かせていただければと思っておりますので､ぜひ声をお聞かせください｡

落　　　　　　　激

♪第2回三県対抗'._I. i∴.-∴一号-十手7-･
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川県精神保健福祉士会(日本協会)入会案内
I J　■暮IB■暮暮暮暮ll t■JIJI■T tll■■tJL L L LJJL i r■+I r)■■■■■暮■■t t■

t

*　　　　　　　　　★　　　　　　　　　　　　*　　!

: ①日常の実践に迷うことは誰にもあることだと思います｡その中の課題に一人で解決することや機関内で解決する:
｢                                                                                                                   ｢

:　ことが難しいこともあります｡そんな時には所属機関を超え､同じ専門職同士が仲間として横のつながりを持つこ≡

とで､一人では解決できない課題や問題に取り組んでいく力を得ることができると考えています｡石川県精神保健
■

福祉士会には日ごろの悩みや迷い･課題を一緒に共有できる仲間がいます｡あなたの入会を心よりお待ちしており:
∵

ます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

■

≡ ②会費納入のお願い(活動費について)

石川県精神保健福祉士会の活動費は､会員皆さんの会費や財団法人日本精神保健福祉士協会(以下｢日本協会｣) :
■

からの｢支部活動協力費｣などによって賄われています｡この支部活動協力費は､会員(構成員)のみなさんが日:
■

本協会に支払う会費の一部が､石川県精神保健福祉士会に入ってくる仕組みとなっていますoつまり会員(構成員) ≡

のみなさんのE)本協会会費が未納となった場合は､ ｢支部活動協力費｣が減額となる仕組みとなりますoそのため

それをご理解いただき､毎年1 2月末までには日本協会への会費納入にご協力いただきますようよろしくお願い致

します. 2 00 9年度入会者から壌口座振替登録を必須として､++2 0 11年6月に開催されました社団法人日本精

;神保鮭福祉士協会第8直通鴬総会にて､ ｢全構成員が会費納入方法をB座掛
■

:　ましたやこれに伴もして】座振替への移行手続きをお願いします｡移籍細問は､ 2

認され

とし､すべての構成員へお願いしています0 20 1 3年度が移行手続きの最

さから2013　の3:

■

た　ま　ため　何　こ:

いただき､お手続きくださいますよう､ +切にお願い申しあげ表すC詳しく綾田本協会ホームページをご参無くだ

:迦｣　　. ★　　　★　　　　*
■
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始めまして｡

4月より､県土合に入会しました角谷雅代

と申します｡新人紹介ということで､少し

自己紹介をさせていただきますo　趣味は､

テニス､スノーボードなど体を動かすこと

です｡ PSWとしては､現在5年日です｡

以前は､精神科病院相談室で勤務していま

した｡現在は､就労移行支援事業所ウィス

ト西金沢センターで勤務しております｡病

院と地域では求められていることが違い､

改めてPSWという仕事の難しさや､やり

がいを日々感じております｡まだまだ知識

不足で皆様にご相談させていただくこと

も多々あると思いますが､今後ともよろし

くお願いいたします｡

ウィスト西金沢センター　角谷　雅代

★　　　　★
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私が精神保健福祉士を目指すきっかけとなったのは､大学

での精神保健福祉実習でした｡実習の中で当事者のあただ

かみに触れ､これからも当事者とかかわり続けたいと感じ

ました｡ソーシャルワーカーとなって半年経ちますが､自

分自身が当事者とのかかわりの中で壁にぶつかることも少

なくありません｡とても難しい仕事ではありますが､自分

のできることを精一杯やりとげられるような､また､当事

者が｢この人に話せてよかっだ! ｣と感じられるようなソ

ーシャルワーカーを目指して頑張っていきたいと思いま

す｡　　　　　　　ピアサポートはくさん　岡田　麻由美

平成25年6月より入会させていただきました粟津神経サ

ナトリウムの松尾と申します｡主に外来を担当しており､

時にデイケアや病棟にも顔を出し､勤めてから1年半にな

ります｡日々知識や経験の少なさを痛感し､関わりの中で

迷いながらも､患者さんや家族の方をはじめ周りのたくさ

んの方々に支えていただき､ ``相手がほっとできるようなワ

ーカーでありたい"との思いで日々業務に励んでいます｡

今後､研修会にも積極的に参加し､学ぶ姿勢と熱意を持ち

続けていきたいと思いますので､よろしくお願いいたしま

す｡　　　　　　　　粟津神経サナトリウム　松尾　彩貴



職場紹介リL/-

社会福祉法人白千鳥会と石川県立高松病院よりご紹介をいただきました♪

社会福祉法人　白千鳥会

異同三洋:ミT:事業=･こ

…まつかぜハイツ･ふれあい迂
棄定員:20名　　　定員二15名

自立瓢蔓練そ生活訓練き事業所　≒

ライフサポートだかまつ
定員: 20名

地域活動支援センターだかまつ
定員: 20名

守･:I
＼　)　　′

まつかぜハイツは期限を設定し^地域生活に63jけて

支援しています｡

利用者一人ひとりの｢こんなことしてみたい｣
を大切にし.クループを中心に様々な悪
用者の方同士で相談しながら決めていま

かほ<市当事者会ほすか
かぼく市自立支援協議会

参加しています!

相談支援事業所

地域でいきいきとした生活を続けるために必要な靖報提供や
仲間作り等の支援､当事者の体験談発表､広報言壷作り､地域
行事の参去日､

地域移行･地域定着に
取り細んでいます｡

日々､禾日用者と関わる中で考えさせら

れることがたくさんあり､悩み､葛藤
する毎日ですが.自分自身成長出来る
境でもあります,また､他機関･多良
種とつながりを持つことで紹鼓を深め､
精神保健福祉j:として私同者の立濠に

立った支援が出乗るように取り組んで
行きたいと思いますも

連結先

〒929-1214

石川県かほ<市内高松や38番地
TEL　和一6:･三吉1-3cc3どこ.:三･千一T

TEL (076) 28て-3505:t=惑壱妄言叢で:ノぎーJ

FAX　は76) 2普1-31eO

E -n-aH er一汀atSLePCPP.'.CCr.｢C.JE･

榊に〟こ日誌司I l票臓酵謡必琵纏賢で筑

当掲認許8 41句讃設しデイケアピソタ｣や宅人南東フ巧に〕--TjL磨耗淵を行ってし壕す三等喝ま巧LjLJ戯象救急

専〕慧多療陳･喜許側を終え現田淵士が6番嘱しスん耽

相蔓麺巨でま鳩･タ摂悪者童群)コ義気珊動業務夢中出講静鞘寒害･フ巧にコrJ剛との

臓監･調即行ゴロ′ 1ますニリーシャ)棚的獅蕎哉じn Kこ勧感じ弘1

ますも

地方∈ある訓まく市欄清野配∃託巧:勺守一ジャJ棚艶斡嚇酌をLT=り､自在封掛取

把院で棚ブ入れをし御多く仰t3Rtfa Vヨa YJ富鉱適相打ア表象項劾晦と定左∃弘/

でノV≡だく機会跡変頭射L;Wo観ろしく楓いたし菰

モ引l票軸院

餅窃必琵姪垂

住所:召l県研きく而句等公や36

電舌:076-281-1 125 ㈹

FAX : 076-282-5356 ㈹

摩上･萄〕ち)

六邑音別L荒木

贋下･左おち)

年宮･LUlHl臨

●　　　　　●

今号は､相談支援専門員の方々にお集まりいただき､座談会を開催させていただきました｡

相談支援専門員の生の声に触れ､いかが思われましたか?相談支援専門員が地域の中で仕事を

していくためには､当事者を取り巻く支援者の方々にその役割と存在意義を理解していただくこと､

そして､さまざまな支援者と繋がり合っていくことが大切です｡この座談会の記事が､相談支援専門員

とPSWの｢つながり｣のきっ訓了になればなあと思っています｡

今年度も残りあとわずかとなりましたo慌ただしい時期を迎えますが､みなさまくれ<1Lもお身体

ご自愛ください｡
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