かま生活支援・相談センターに関する事業報告
（コミュニティワークセンター）
1．総括
生活支援・相談センター（コミュニティワークセンター）では、困りごとを抱え、孤立している方と積極的に出会うことができるように、24時間365日福祉なんでも相
談を受け付け、842件の相談がありました。誰にも相談できなかった悩みを一緒に考え、寄り添う支援を行っていくなかで、なかなか解決に結びつかないこともあ
りますが、今年度から、社会福祉法人のネットワーク「かま福祉ネットワーク委員会」を設立し、地域貢献活動の一つとして、社会福祉法人が一丸となり、課題解
決に取り組みました。
さらに、介護保険制度改正に伴う地域支援事業への移行時期として、生活支援体制整備事業を嘉麻市から委託を受け、校区を担当するコミュニティソーシャル
ワーカーが地域アセスメントを市民のみなさんと一緒に行うことで、地域資源の把握だけでなく、地域課題を発見することにもつながりました。また、毎月開催した
協議体の勉強会では、介護保険制度のサービスの受け手から新たな地域づくりを行う主体として市民のみなさんの積極的な参加があり、新年度に向けて５つの
協議体が発足しました。また、住民主体の活動としては、認知症家族の会「こころ音の会」ができ、認知症の方を介護をしている家族の集いを開催するなかで、
ご本人や家族を支える体制を検討することができました。
(1)総合相談の充実
①法律相談 相談件数

43件（稲築26件、碓井1件、山田14件、嘉穂2件）

②心配ごと相談（毎月第2・第4水曜日）

相談件数11件(稲築地区9件

碓井地区0件

③福祉なんでも相談の受け付け 24時間365日相談を受けました。
相談件数842件（来所61件 訪問193件 電話335件 転送電話 236件

メール6件

山田地区2件

嘉穂地区0件)

その他11件）

④ワンストップ型相談支援体制の整備 平成29年度実施に向けて、かま福祉ネットワーク委員会（4月、8月、12月）にて検討した。
(2)会員の募集及び拡充
①会員募集啓発チラシの配布
本会の事業をわかりやすくまとめたチラシを作成し、福祉推進員（稲築地区）、会員募集世話人（山田地区）が会員への加入を呼びかけ
やすいよう、配布した。また、このチラシは、行政区をつうじて全戸に配布した。
②山田地区会員募集世話人会の開催
開催年月日/平成28年6月16日（木） 参加者数/27名 開催場所/山田ふれあいハウス会議室
内容/12会長挨拶 22平成28年度会員募集のお願いについて(世話人別会員募集資材等について)
42協議体勉強会について

32会員募集に関する意見交換について

③年間カレンダーの配布
・本会の法律相談や心配ごと相談等の日程、会員の募集等について記載したカレンダーを全戸に配布した。また、市内の社会福祉施設、関係
機関にも配布した。平成28年4月1日（水）

④会員加入状況
会費額1,385,000円(個人会員・法人・団体会員 1,297,000円 在宅福祉サービス利用会員 地域支えあい事業18件18,000円 チャイルドシート利用会員63
件63,000円 空き家管理サービス利用会員7件7,000円 ）

(3)校区をエリアとした地域福祉活動の推進
①校区へのコミュニティソーシャルワーカーの配置
中学校区を単位としてコミュニティソーシャルワーカー5名を配置した。
②稲築、碓井、山田、嘉穂地域福祉推進委員会の開催
稲築地域福祉推進委員会 2回（第28回～第29回）
碓井地域福祉推進委員会 2回（第29回～第30回）
山田地域福祉推進委員会 2回（第26回～第27回）
嘉穂地域福祉推進委員会 2回（第28回～第29回）

延べ出席者数 15人
延べ出席者数 15人
延べ出席者数 18人
延べ出席者数 13人

③ニーズ・社会資源調査、地域アセスメントの実施
実施期間 平成28年4月～9月
実施場所 112行政区（サロンや集まりの場で実施）
④先進地視察
開催年月日 平成28年11月21日（月）～22日（水）参加人数 6名
視察先 大分県竹田市 内容 竹田市の地域包括ケアの取り組みを聞き、協議体と暮らしのサポートセンターを見学した。
⑤啓発学習会の開催
開催年月日 平成28年11月9日（水）参加人数 35名 場所 山田市民センター
テーマ 「災害から学ぶ地域づくり」 講師 にいがた災害ボランティアネットワーク委員会 李仁鉄さん
開催年月日 平成28年12月16日（金）参加人数 17名 場所 夢サイトかほ
テーマ 伝えるいろは～情報発信について学ぼう～ 講師 非特定営利法人ふくおかNPOセンター代表 古賀桃子さん
⑥啓発資料の作成 6,000部作成し、市内各関係機関や協議体勉強会参加者などに配布した。
⑦出前講座の開催 各地区のサロンや地域の集まりに伺い、生活支援体制整備事業についての出前講座を行った。実施回数
稲築地区（漆生中央、山野第一、樋渡、漆生南部、漆生東、西岩崎、東岩崎、口春）
稲築東地区（鴨生第一、平第二、辻中篭、平東、鴨生町）
碓井地区 （平山、飯田、熊本、上臼井上、上臼井下、下臼井東、下臼井西、新道）
山田地区 （木城、尾浦第一、下宮、原町、神幸、天神）
嘉穂地区 （足白、大隈、大隈、宮野、中益）
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32回

⑧研究会の開催 協議体勉強会を15回開催した。
回

日時・会場

内容・講師

参加者
87名
稲築西21名 稲築東17名 碓井9名
山田10名 嘉穂11名 市外2名
福岡県社協3名 高齢者介護課4名
本会職員10名
44名
稲築西8名 稲築東6名 碓井0名
山田5名 嘉穂18名
福岡県社協2名 高齢者介護課1名
本会職員4名

第１回
全体会

平成28年4月11日（月）
13：30～15：30
稲築地区公民館

・協議体の役割について 木山淳一事務局長
・実践報告①山野第一行政区
山野第一ネットワーク委員会委員長 永富健二さん
・実践報告②口春行政区 区長 橋本武彦さん

第２回
全体会

平成28年5月6日（金）
13：30～15：30
夢サイトかほ

・助けられ助け上手ゲーム
・見守りについて
公益財団法人さわやか福祉財団
阿部かおりさん、竹下順一さん

第３回
全体会

平成28年6月6日（月）
13：30～15：30
うすい人権啓発センターあかつき

・活動の記録や情報発信について
株式会社トーン チクスキ編集部 小野田隆太朗さん

51名
稲築西8名 稲築東7名 碓井7名
山田8名 嘉穂11名 市外2名
高齢者介護課1名 本会職員7名

第４回
全体会

平成28年7月11日（月）
13：30～15：30
山田市民センター

・地域の社会資源を検証しましょう
公益財団法人さわやか福祉財団
阿部かおりさん、竹下順一さん

42名
稲築西7名 稲築東3名 碓井3名
山田12名 嘉穂7名
高齢者介護課職員3名 本会職員7名

第５回
地区会

平成28年8月5日（金）
13：30～稲築地区公民館
10：00～碓井地区公民館
13：30～山田生涯学習館
10：00～夢サイトかほ

・地域の資源をまとめてみよう

54名
稲築西9名 稲築東4名 碓井7名
山田6名 嘉穂15名
高齢者介護課3名 本会職員10名

第６回
全体会

平成28年9月2日（金）
13：30～15：30
夢サイトかほ

・地域資源を地図に落とし込んでみよう
公益財団法人さわやか福祉財団
阿部かおりさん、竹下順一さん

40名
稲築西9名 稲築東4名 碓井1名
山田3名 嘉穂9名 市外4名
高齢者介護課職員3名 本会職員7名

第７回
地区会

平成28年10月7日（金）
13：30～碓井地区公民館
13：30～山田生涯学習館
10：00～夢サイトかほ
平成28年10月11日（火）
10：00～稲築保健センター

・地域資源マップを検証してみよう

46名
稲築西10名 稲築東5名 碓井5名
山田8名 嘉穂10名
高齢者介護課3名 本会職員5名

第８回
全体会

平成28年11月7日（月）
13：30～15：30
稲築地区公民館

・新しい社会資源をつくろう
公益財団法人さわやか福祉財団
阿部かおりさん、竹下順一さん

42名
稲築西13名 稲築東7名 碓井3名
山田7名 嘉穂6名
本会職員6名

第９回
地区会

平成28年12月2日（金）
10：00～稲築保健センター
13：30～碓井地区公民館
13：30～山田生涯学習館
10：00～夢サイトかほ

・社会資源を自分たちで作ろう
～あったらいいなぁを企画しよう～

58名
稲築西10名 稲築東11名 碓井6名
山田7名 嘉穂8名 市外2名
高齢者介護課3名 本会職員11名

第１０回
全体会

平成29年1月6日（金）
13：30～15：30
山田市民センター

・新しい地域づくりを実現していくために
公益財団法人さわやか福祉財団
阿部かおりさん、竹下順一さん

44名
稲築西5名 稲築東10名 碓井4名
山田9名 嘉穂7名 市外3名
本会職員6名

第１１回
地区会

平成29年2月3日（金）
13：30～15：30
10：00～稲築保健センター
13：30～碓井地区公民館
13：30～山田生涯学習館
10：00～夢サイトかほ

・嘉麻市の総合事業の取り組みについて

63名
稲築西12名 稲築東10名 碓井6名
山田11名 嘉穂13名 市外2名
本会職員９名

42名
稲築西11名 稲築東7名 碓井4名
・私たちによる、私たちのための協議体をつくろう
山田7名 嘉穂5名 市外3名
本会職員5名
・山田地区については、地区会が始まるまで勉強会を開催してほしいとの声があり、山田地区勉強会を開催しました。
第１２回
全体会

回
第１回

第２回

第３回

平成29年3月3日（金）
13：30～15：37
うすい人権啓発センターあかつき

日時・会場
平成28年4月20日（水）
13：30～15：30
山田ふれあいハウス
平成28年5月18日（水）
13：30～15：30
山田ふれあいハウス
平成28年6月22日（水）
13：30～15：30
山田ふれあいハウス

内容

参加者

・4月11日に行った全体会の報告
・グループワーク（意見交換会）

21名

・5月6日に行った全体会の報告
・グループワーク（山田地区の社会資源）

11名

・6月6日に行った全体会の報告
・グループワーク（山田地区のいいところ探し）

7名
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(4)地域福祉部の拡充・活動支援
①地域福祉部に対する活動費の助成
地域福祉部に対する活動助成 助成件数18件
②福祉推進員会の開催回数6回

助成額632,800円（稲築地区）

延べ出席者数116人（稲築地区）

③福祉推進員の改選 6月に改選を行った
④福祉推進員代表者会の開催 回数6回 延べ出席者数24人（稲築地区）
⑤福祉推進員ブロック別懇談会の開催
第1・2ブロック 開催年月日 平成29年1月13日（金） 出席者数4人
内容／稲築才田公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
第3ブロック 開催年月日 平成29年2月14日（火） 出席者数3人
内容／山野第一公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
第4ブロック 開催年月日 平成29年1月29日（日） 出席者数４人
内容／鴨生第一公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
第5ブロック 開催年月日 平成29年1月27日（金） 出席者数6人
内容／平第二公民館において、新地域支援事業についてや、各地区の活動状況・課題について話し合った。
⑥行政区での住民懇談会及び出前講座の開催
稲築地区

碓井地区

開催年月日／平成28年7月20日（水） 会場／山野第一公民館
内容／山野ネットワーク委員会にて、地域アセスメントを行い、マインドマップを作成した
開催年月日／平成28年9月7日（水） 会場／山野第一公民館
内容／山野第一ネットワーク委員会に参加し、山野第一行政区の課題を一緒に考えた。協議体の勉強会を案内した。
開催年月日／平成28年11月16日（水） 会場／山野第一公民館
内容／山野第一ネットワーク委員会に参加し、山野第一行政区の課題を一緒に考えた。協議体の勉強会を案内した。
開催年月日／平成29年3月22日（水） 会場／山野第一公民館
内容／山野第一ネットワーク委員会に参加し、山野第一行政区の課題を一緒に考えた。協議体の説明をした。
開催年月日／平成28年11月27日（日） 会場／平山公民館
内容／「認知症を地域で支える」出前講座を行った。
開催年月日／平成28年4月30日（土） 会場／下宮集会所
内容／原田行政区の集まりにて「社協って何しようと」の出前講座を行った。
開催年月日／平成28年5月1日（日） 会場／大隈公民館
内容／地域の集いの場で、他地区のサロン活動を紹介する出前講座を行った。

山田地区
嘉穂地区

(5)ふれあい・いきいきサロンの拡充・活動支援
①碓井地区ふれあい・いきいきサロン代表者会の開催
開催年月日 平成28年4月6日（水） 参加者数/5人 会場/碓井地区公民館
内容/12平成28年度ふれあい・いきいきサロンに対する助成金について
②ふれあい・いきいきサロンに対する活動費の助成
①設置状況 16ヵ所（稲築地区16ヵ所 碓井地区7ヵ所

山田地区5ヵ所

嘉穂地区5ヵ所）

助成件数33件（稲築地区16件 碓井地区7件 山田地区5件 嘉穂地区5件）
助成額 1,017,300円（稲築地区485,900円 碓井地区214,060円 山田地区142,000円

嘉穂地区175,340円）

③情報提供活動の紹介及び映画上映、出前講座等による活動支援
稲築地区

・平第二サロンを見学した。平成28年4月23日（土）
・岩崎サロンにてアセスメントを行い、マインドマップを作成した。平成28年5月28日（土）
・鴨生町サロンにて、映画上映した。平成28年5月27日（金）
・鴨生第一サロンにて、地域アセスメントをした。平成28年6月10日（金）
・鴨生町サロンにて、映画上映した。平成28年6月24日（金）
・山野第一サロンを見学し、協議体の勉強会を案内した。平成28年6月29日（水）
・鴨生第一サロンにて地域アセスメントをした。平成28年8月19日（金）
・鴨生町サロンにて映画上映をした。平成28年8月26日（金）
・辻中篭サロンにて、地域アセスメントをした。平成28年9月5日（月）
・鴨生町サロンにて映画上映した。平成28年9月23日（金）
・山野第一サロンを見学し、協議体勉強会の案内をした。平成28年9月28日（水）
・漆生中央サロンにて、出前講座を行った。社協が取り組んでいる事業をお伝えした。平成28年10月16日（日）
・鴨生町サロンにて、映画上映をした。平成28年10月28日（金）
・漆生南部サロンにて映画上映のため、11月14日に準備をした。平成28年11月5日（土）
・鴨生町サロンにて映画上映した。平成28年11月25日（金）
・山野第一サロンにて「介護保険が変わると、私たち暮らしはどうなるん？」出前講座した。平成28年11月30日（水）
・樋渡サロンにて「介護保険が変わると、私たちの暮らしはどうなるん？」出前講座した。平成28年12月11日（日）
・山野第一サロンにて、100回を祝う会に参加した。平成29年1月25日（水）
・鴨生町サロンにて映画上映した。平成29年2月24日（金）

7

碓井地区

山田地区

嘉穂地区

・下臼井西サロンを見学した。平成28年4月6日（水）
・下臼井東サロンを見学した。平成28年4月8日（金）
・平山サロンを見学した。平成28年4月11日（月）
・熊本サロンを見学した。平成28年4月14日（木）
・飯田サロンを見学した。平成28年5月10日（水）
・上臼井サロンにて、地域アセスメントを行いマインドマップを作成した。平成28年6月16日（木）
・熊本サロンにて、地域アセスメントを行いマインドマップを作成した。平成28年8月25日（木）
・飯田サロンにて、地域アセスメントを来ないマインドマップを作成した。平成28年9月13日（火）
・平山公民館にて、サロンに関する話をした。平成28年9月26日（月）
・上臼井サロンを見学し、協議体についての勉強会を行った。平成28年10月20日（木）
・新道サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成28年10月21日（金）
・下臼井東サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成28年10月28日（金）
・下臼井東サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成28年11月25日（金）
・熊本サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成29年1月12日（木）
・新道サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成29年1月20日（金）
・飯田サロンを見学し、協議体の案内をした。平成29年3月14日（火）
・天神サロンを見学後、協議体の案内を行った。平成28年5月26日（木）
・尾浦第一サロンにて、認知症サポーター養成講座を行った。その後、地域アセスメントを行った。平成28年6月21日（火）
・神幸サロンにて、地域アセスメントを行った。平成28年9月6日（火）
・神幸サロンにて「協議体について」出前講座した。平成28年11月1日（火）
・足白公民館で開催された老人会にて、協議体の取り組み、ふれあいいきいきサロンについて話をした。平成28年4月13日（水）
・中益のサロンを見学後、アセスメントを行い、マインドマップを作成した。平成28年5月12日（木）
・具島サロンを見学後、アセスメントを行い、マインドマップを作成した。平成28年5月18日（水）
・大隈公民館で開催された地域の集いで、ふれあいいきいきサロン立ち上げに向けた話し合いを行った。平成28年7月3日（日）
・宮野公民館で開催された地域の集いで、出前講座を行い、サロン立ち上げに向けての話し合いを行った。平成28年7月5日（火）
・大隈サロンを見学した。（助成金交付）平成28年9月4日（日）
・中益サロンにて、協議体勉強会の案内をした。平成28年9月8日（木）
・足白サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成28年9月15日（木）
・中益サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成28年9月29日（木）
・中益サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成28年10月20日（木）
・宮野のサロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成28年11月15日（火）
・足白サロンにて映画上映した。平成28年11月17日（木）
・中益サロンにて映画上映した。平成28年12月8日（木）
・中益サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成29年1月12日（木）
・足白サロンを見 学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成29年1月19日（木）
・中益サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成29年2月9日（木）
・足白サロンを見学し、協議体についての勉強会の案内を行った。平成29年2月14日（火）
・中益サロンを見学し、協議体の案内を行った。平成29年3月9日（木）

(6)地域支えあい事業の推進
①相談の受け付け及び登録、コーディネート業務
・相談、登録、コーディネート業務・サービス提供実績
提供回数 168回（稲築地区49回 碓井地区28回 山田地区66回 嘉穂地区25回）
提供時間 441.5時間（稲築地区146時間 碓井地区81時間30分 山田地区150時間 嘉穂地区64時間）
提供内容 草取り（100回 297時間30分）/庭木の剪定（12回 37時間）/草刈り（5回 20時間）
住居などの掃除・整理整頓（50回 85時間）その他（1回 2時間）
・登録状況 利用会員211人（入会者8人 退会者数0人） 協力会員58人（入会者1人 退会者0人）

(7)社会福祉法人の社会貢献活動を広げるための事業推進
①かま福祉ネットワーク会議の開催
第1回 開催年月日 平成28年4月22日（土） 参加者数／23施設29人
内容／かま福祉ネットワーク委員会の発足及び地域貢献活動についての意見交換
第2回 開催年月日 平成28年8月31日（木） 参加者数／15施設18人
内容／地域貢献活動についての意見交換
第3回 開催年月日 平成28年12月21日（木） 参加者数／17施設22人
内容／平成29年度の取り組みについての意見交換
②先進地視察
開催年月日 平成28年8月24日（木）～25日（金）
参加人数 かま福祉ネットワーク委員2名 本会職員4名
場所 大阪府大阪市
内容 豊能ブロック事例検討会に参加、大阪しあわせネットワークの取り組みを伺う
③実際に取り組んだ活動
年月日 平成28年10月20日（木）参加人数 17人（8法人10施設）搬入回数 8回（15,120円）／軽ﾄﾗ使用 午前中4台 午後3台
年月日 平成28年10月21日（金）参加人数 14人（6法人8施設）搬入回数 2回（3,780円）／軽ﾄﾗ使用 午前中1台 午後2台
活動内容 自宅裏倉庫の片づけ
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(8)広報活動の推進
①広報紙「えがお」の発行 発行回数12回（Ｎｏ110〜Ｎｏ121）

発行部数17,500部/1回（フルカラー）全戸配布

②広報紙「えがお」年間集約版の作成 平成28年度の広報紙（Ｎｏ110〜Ｎｏ121）を一冊にまとめた集約版を平成29年3月に発行しました。
③ホームページでの情報発信 アクセス数5,206件

更新回数71回

④ブログでの情報発信 ブログで、社協や地域の情報を496回更新しました。
⑤SNSを使った情報発信 Facebookで、社協や地域の情報を496回更新しました。いいね！171件
(9)空き家管理住まいるサービスの推進
①基本サービスの提供
相談件数1件（稲築地区1件 碓井地区0件 山田地区0件 嘉穂地区0件 市外0件）
管理家屋10軒（稲築地区6軒 碓井地区2軒 山田地区1軒 嘉穂地区1軒）
基本サービス提供回数83回（稲築地区65回 碓井地区12回 嘉穂地区6回）
有事後の巡回29回（稲築地区24回 碓井地区4回 嘉穂地区1回）
基本サービス提供時間42時間59分（稲築地区12時間23分 碓井地区20時間6分 嘉穂地区10時間30分）
②オプションサービスの提供
オプションサービス提供回数17回（草刈り9回 草取り7回
オプションサービス提供時間46時間30分（草刈り29時間

掃除1回）
草取り14時間30分

掃除3時間）

③市内の空き家状況の把握
④広報紙掲載による事業啓発
平成28年12月1日発行の広報紙130号において、サービスの内容（対象家屋、申し込みの方法、利用料金など）を案内した。
(10)福祉ベル・電動ブザー設置事業
①福祉ベル・電動ブザー利用者及び協力者の状況把握
福祉ベル／年度当初件数20件／撤去件数0件 年度末件数20件（稲築地区、嘉穂地区）
電動ブザー／年度当初件数1件／撤去件数0件 年度末件数1件（嘉穂地区）
(11)緊急時通報システム設置事業
①緊急時通報システム設置事業の普及啓発
設置件数 1件
(12)子育て用品リユースセンターの運営
①子連れで利用しやすくするための環境整備
運営状況 利用者数934人 寄附物品数9,817点
リユース品数7,757点（幼児用衣類、おもちゃ、コンビラック、かばん、チャイルドシート、ジュニアシート、
マタニティ、絵本、ベビー ベッド、ベビー布団、木馬、エプロン、机、歩行器、水着、靴、長靴、サンダル、
体操服、学生服、ナップサックなど）
②子育て世帯の孤立を予防するためのおしゃべりサロンの開催
・第1回 開催年月日／平成29年2月4日（土） 参加者数／5人
内容／消しゴムハンコをつくりながら、おしゃべりを楽しんだ。
・第2回 開催年月日／平成29年3月4日（土） 参加者数／17人
内容／スクラップブッキングをしながら、おしゃべりを楽しんだ。
(13)在宅介護者の集い
①在宅介護者の集い
定例会の開催 11回 延べ参加者数72人
②在宅介護者リフレッシュ事業の開催
開催年月日／平成28年7月14日（木） 参加者数／12人
内容／筑紫野市天拝の郷（天然温泉・ビュッフェ形式の食事）
(14)共同募金運動への協力
①街頭募金への協力
・募金ボランティアの募集
福岡県共同募金会嘉麻市支会が市内スーパー等の店頭で実施した街頭募金において、募金ボランティアの募集及び調整を行った。
②戸別募金への協力
・募金使途についての啓発
福岡県共同募金会嘉麻市支会と連携して、共同募金の配分の流れや使途状況をまとめたチラシを作成した。
（このチラシは、嘉麻市支会が各地区行政区長会の協力を得て、全戸に配布した。）
③職域募金への協力
・地域活動をつうじた職域募金協力先の開拓 日頃の地域活動をつうじて、職域募金への新規協力先を12ヵ所開拓した。
④法人募金への協力
・地域活動をつうじた法人募金協力先の開拓 日頃の地域活動をつうじて、法人募金への新規協力先を2ヵ所開拓した。
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（15）平成28年度筑豊ブロック市町村社協連絡協議会
①役員研修会
開催年月日/平成28年10月29日（土） 参加者数/58人
内容/テーマ「地域における『総合相談』の推進とコミュニティーソーシャルワーカー
～地域を基盤としたソーシャルワークの展開に向けて～」
講師/大阪市立大学大学院生活科学研究科 教授 岩間 伸之さん
会場/夢サイトかほ
②コミュニティーワーカー研修会
・第1回 開催年月日/平成28年8月3日（水） 参加者数/8名
内容/1.参加者自己紹介 2.新地域支援事業についての意見交換 3.ICFの考え方を取り入れた事例検討会
会場/稲築住民センター2階会議室
・第2回 開催年月日/平成29年3月8日（水） 参加者数/8人
内容/1.相談援助の記録について（話題提供者：鞍手町社協 渡邉伸也さん） 2.災害時の連携について
3.地域支援事業についての情報交換
会場/稲築住民センター2階会議室

（16）平成28年筑豊ブロック市町村社協連絡協議会エリア別事業 公開講演会
開催年月日/平成28年11月29日（火） 参加者数/33人
内容/テーマ「地域で期待される社会福祉施設の公益的な取り組みとは」
講師/大牟田市社会福祉法人地域公益活動協議会 児童養護施設甘木学園 支援部部長
会場/桂川町住民センター

坂口明夫さん

（17）平成28年度 新地域支援事業勉強会
・第1回 開催年月日/平成28年6月20日（月） 参加者数/55人
内容/地域ケア個別会議、地域ケア推進会議について、第一層と第二層の協議体について
・第2回 開催年月日/平成28年9月20日（火） 参加者数/39人
内容/事業の進捗状況について 会場/稲築住民センター2階会議室
・第3回 開催年月日/平成28年12月14日（水） 参加者数/53人
内容/協議体について
会場/稲築住民センター2階会議室

（18）視察研修の受け入れ
・遠賀町民協視察研修 平成28年5月25日（水）
・北海道歌志内市視察研修 平成29年2月14日（火）
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会場/稲築住民センター2階会議室

