
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山県精神保健福祉士協会 
発行 岡山県精神保健福祉士協会・公益社団法人日本精神保健福祉士協会 岡山県支部事務局 

〒７００-０９１５  岡山市北区鹿田本町３－１６ 岡山県精神科医療センター 相談室内 

TEL：０８６－２２５－３８２１ ／ FAX：０８６－２３４－２６３９ 

e-mail：psw-ok＠r3.dion.ne.jp 

２０２１年８月（No.８０） 

 

立秋とは名ばかりの暑さが続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

７月初旬の大雨、お盆前後の大雨は、日本各地に甚大な被害をもたらしました。被害

に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げますと共に、支援活動に尽力されておられる

方に深く敬意を表したいと思います。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県をま

たぐ移動が制限され、支援に駆け付けることが難しい状況で何ができるか、と考えさせら

れます。自分自身が元気でいること、自分のすべきことをそれぞれが全うすることが今で

きることなのではないでしょうか。 

さて、非日常は日常の隠れた課題を映し出す、とも言われます。今、皆さんの目に映

る課題はどのようなものでしょう。解決に向け、課題を語り合い共有する機会、課題に向

き合い課題として持ち続ける力を育む機会、そういった機会を充分に持てないことをもど

かしく感じています。我々の身近にあったつながりの大切さを再確認しておられる方も少

なくないのではないでしょうか。是非、県協会の企画する研修にご参加ください。リモート

開催での不自由さがあるとは思いますが、タイムリーな知識を得られるだけでなく、仲間

とのつながりを感じることが出来ることと思います。また８月１０日から、第３６回中四国

精神保健福祉士大会広島大会（１０月２３日・２４日 オンライン開催）の参加申込も始ま

っています。既に申し込みをされた方もいらっしゃると思いますが、まだの方は早めにお

申し込みください。 

目の前から消えかけて、改めて気付く大切な日常。“あたりまえ”のありがたさに気付

けたことを、ポジティブに振り返ることができるよう、今を元気に乗り切りたいものですね。 

 皆様のご活躍ご健勝を心より祈念申し上げます。 

岡山県精神保健福祉士協会 

会長 河合 宏 

岡山県精神保健福祉士協会ホームページＵＲＬ  

https://psw-okayama.wixsite.com/psw01 

（会員ページ パスワード：okym_psw） 



 

  

≪研修委員会からのご案内①≫ 

 

〇全体研修 

テーマ：（仮）ヤングケアラーについて学ぶ～家族まるごと支援に向けて～ 

日 時：２０２１年１１月１３日（土） １３：３０～１６：３０ （Zoomを使用） 

講 師：横山 惠子氏（横浜創英大学 看護学部 教授） 

     坂本 拓氏 （こどもぴあ 代表） 

     小林 鮎奈氏（こどもぴあ 副代表） 

 

現在、国は「子ども庁」の創設を議論し、子どもたちを取り巻く環境の複雑さへの対応を検討

し、厚生労働省子ども家庭局ではヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の

連携プロジェクトチームの検討会がおこなわれています。ヤングケアラーとは、『家族にケア

を要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介

護、感情面のサポートなどを行っている１８歳未満の子ども』（一般社団法人日本ケアラー協

会）のことです。ケアを要する病気や障害は、ガンや難病や精神障害など多岐にわたります。

今回はその中でも精神疾患のある親に育てられた子どもの立場のヤングケアラーをテーマ

に研修を企画しました。 

ご自身もヤングケアラーとしての経験を持ち、ヤングケアラー同士のつながりや支援者の

学びの場「こどもぴあ」をつくられた坂本さん、小林さん、そして「こどもぴあ」の創設にも関わ

られ、ともに歩んでおられる横山さんのお三方をお招きし、ヤングケアラーについて、現状や

課題を知り、私たちに何ができるのか？支援者として、その方の目の前にいる一人の人間と

して、どうあるべきか？を考える時間にしていきたいと思っています。 

今回も Zoom を使用してのオンライン形式の研修です。グループワークはブレイクアウトル

ームを使用します。講演を聴き、ご自身やご家族、支援対象者の方々のことを感じ、考え、話

す時間になることと思います。ご自分の想いが安心して話せる環境でご参加ください。 

ご参加の皆様とともに研修を創り上げていけたらと打ち合わせを重ねております。皆様の

ご参加をお待ちしています。 

担当研修委員一同 

【お申し込み方法】 

ご参加を希望される方は、２０２１年９月６日（月）より受付を開始します。 

「氏名」「所属」「メールアドレス」「経験年数」をご明記の上、１１月５日（金）までに、下記の Eメ

ールアドレスにお申し込みください。 

お申込みの方には、１１月８日（月）より順次、研修参加の URL をメールいたします。 

 

【お申し込み・お問い合わせ先】 

社会福祉法人 浦安荘  中山 真 

TEL：０８６-２６３-９２０１／E-mail：nakayama10@grace.ocn.ne.jp （中山宛） 



〇基礎コース研修 

すでにお知らせしておりますが、基礎コース研修の日程についてお伝えいたします。 

３年目の参加者は８月２８日（土）の第１回目研修に参加し、１年目・２年目のサポートにつ

いて準備をしています。いずれも Zoom を使っての開催という初めての試みで、うまくいか

ないこともあるかもしれませんが、研修の中での学びがすすんでいくように参加者全員で

協力していきましょう。 

 よろしくお願いいたします。 

 

１年目 

＜第１回＞ 

日 時：２０２１年９月２５日（土） １３：００～１６：００（Zoomへの接続は１２：３０～） 

内 容：ワールドカフェ 

ファシリテーター：木本達男氏（岡山市こころの健康センター）、３年目・研修委員 

２年目 

＜第１回＞ 

日 時：２０２１年９月２５日（土） １３：００～１６：３０（Zoomへの接続は１２：３０～） 

内 容：アセスメント 

講 師：平松啓生氏（岡山市基幹相談支援センター） 

ファシリテーター：３年目・研修委員 

 

【参加の際の注意点】 

・申込みの際に記載いただいたメールアドレスに、当日のＩＤ・パスワードをお送りします。 

・Ｚｏｏｍ参加の際の表示は、「○年目 氏名 （所属）」でお願いします。 

・研修担当者より確認事項・伝達事項がありましたら、メールに送信させていただきます。

Line とは違います。必ず、メールのチェックと返信をお願いします。 

 

【お申し込み・お問い合わせ先】 

ひらた旭川荘地域活動支援センター 横山 

TEL：０８６-２４５-７３６１   E-mail：yokoyama.n.psw@asahigawasou.or.jp 

ソーシャルワーカーデーinおかやま 2022 実行委員を募集中！！ 

「ソーシャルワーカーデー」とは、ソーシャルワーカーの役割を周知し、ソーシャルワーカーが

生活支援を必要としている人の権利擁護をする専門職であることを宣言した日です。岡山県で

は、社会福祉士会・医療ソーシャルワーカー協会と協力し、３団体で実施しています。知り合い

が増え、仕事の幅も広がり、日々の業務に役立ちます。是非ともご参加ください。よろしくお願い

いたします。 

２０２２年に向けて、２０２１年中に活動開始となります。詳しくは下記にお問い合わせくださ

い。 

お問合せ先：ひらた旭川荘地域活動支援センター 横山なおみ  

TEL：０８６-２４５-７３６１   E-mail：yokoyama.n.psw@asahigawasou.or.jp 

 

  



災害対策委員を募集しています！！ 

現在、災害対策委員会は４名のスタッフ委員で活動していますが、有事を想定すると人員の

増員が必要です。災害はいつどこで発生するかわかりません。その際、県内各地域から迅速

に災害対策本部に対して会員の安否や状況についての情報発信をいただき把握する必要が

あります。また、平常時に出来る限りの準備をしておく事（備災(びさい)）で、いざという時の「応

援」や「受援」等の取り組みが可能となります。県内全域からのご参加をお待ちしています。（特

に、東備・津山・美作エリアを強化したいと考えています） 

お問い合わせ先：災害対策委員会 委員長 矢木公久 

               向陽台病院 TEL：０８６７-５２-０１３１（代） 

E-mail： koyodai-psw@hotmail.co.jp 

  

生活保護基準引き下げ違憲訴訟（いのちのとりで裁判）を傍聴して 

 

２０１３年から行われた生活保護基準の減額改定は、生存権を規定した憲法第２５条に違

反するとしてその撤回を求める訴訟が全国２９地裁で行われており、岡山でも４６名の原告と

弁護団が奮闘されています。今年度の全体研修でも、２０２２年１月８日(土)に、今回の裁判に

ついて学びを深めるため生活保護裁判をテーマにした研修を予定していることもあり、去る７

月２１日に岡山地裁でも第２３回弁論が行われたため、研修企画担当者で裁判の傍聴に行き

ました。 

原告側からは、「裁判官には減額の影響を受けた生活保護利用者の生活を直に見聞して

判断してほしい。朝日訴訟では、裁判長が療養中の朝日茂さんに直接面会して出張尋問を行

った結果、訴えを全面的に認める判決に繋がった歴史がある。」と訴えられました。また、他の

地裁では立証していない点ですが、貧困と精神疾患の間には相関関係があり、精神疾患の

ある方に生活保護費の削減が深刻な影響を与えているとして、精神科医より、貧困と社会的

孤立が精神疾患に与える影響をまとめた意見書も提出されました。 

精神疾患の治療や回復支援で重要なことは社会関係の再構築であると、今回の裁判傍聴

を通して改めて感じました。しかしこの間、生活扶助費が削減されたことにより、交際費を抑え

ざるを得ず、その結果として文化的な生活を営めず社会的孤立を深めている状況がありま

す。弁護団からも、社会参加ができるかどうかが貧困概念の世界的なスタンダードだと述べら

れており、私たちソーシャルワーカーも貧困概念についてより深く学ぶ必要があると感じまし

た。 

１月に予定している研修会では、花園大学社会福祉学部教授

の吉永純先生を迎え、会員の皆様と一緒に学ぶことのできる

機会としたいです。岡山裁判の次回弁論は、１１月１７日(水)

の予定となっています。精神疾患の回復支援に携わる者とし

て、今後も本裁判を応援したいと思っています。 

 

研修委員 林病院 

上村 真実 

The power of BISAI 

備災の力‼ 

吉永純先生 



新入会員を紹介します！！ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種研修がオンラインへ切り替わり、懇親会な

どの場もなくなり、会員同士の交流が少し希薄になっている昨今。紙面ではありますが、つな

がり作りの一翼を担えたらと思い、ＭＨＳＷ８月号から数回にわたり、今年度新たに協会へ入

会して下さった会員の方々の紹介をしていきます。 

 

【名前】 大熊 将明 

【所属】 就労移行支援・職場定着支援事業所 

オカヤマエール 

【趣味】 旅行、ツーリング 

【目標】 気付ける支援者になる。アンテナを磨く。 

 

【一言】 ４月に入ったばかりで分からない事が多いため、自分から様々なことを学び

吸収していきたいです。１年目の研修では横のつながりづくりを頑張り、それぞれの場

所で頑張っている同期たちと交友を深めたいと思います。よろしくお願します。 

【名前】 北村 萌 

【所属】 医療法人梁風会 こころの医療 

たいようの丘ホスピタル 地域医療連携室 

【趣味】 

コロナ禍でもできる趣味を新しく見つけたいと思い、始めたのが釣り 

です。人の少ない場所に行って、ひたすら魚と格闘する時間が最近の楽しみです。 

【目標】 

私は患者様の思いを聴き続けていく姿勢を持った精神保健福祉士になりたいと考えていま

す。患者様の思いやその方を取り巻く環境は変わり続けていくものであると感じます。その

ため、患者様の変化を見逃さないよう一日一日を大切に向き合っていきたいと考えます。 

【一言】 

今年度より入職いたしました。基礎コース研修は、自分にとって学びの場であったり、オンラ

イン上ではありますが様々な方々との出会いの場になると考え、非常に心待ちにしておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

【名前】 清水 祐希 

【所属】 岡山県精神科医療センター 

【趣味】 音楽フェス・ライブ鑑賞・ゲーム 

【目標】 

当事者が入院時に抱えている課題に焦点を当てるだけなく、 

退院後に考えられる課題、その人が持っているストレングス等 

様々な視点を持ち、退院後、当事者が望む地域生活を送れるような支援を実践して

いきたいと思っています。また、当事者の視点に立ち、考えていくためにも、一人ひと

りに寄り添ったかかわりをしていきたいです。 

【一言】  

当事者の声に耳を傾け、その人の未来について一緒に考えていき、伴走できる PSW

になれるよう一生懸命頑張っていきたいと思います！！ 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪理事会の報告≫ 

 開催日時：２０２１年７月３０日（金） １９：００～２１：００ 

 開催場所：（オンライン） 

 出席者：河合・中山・横山・正岡・木本・矢木・奥田・牧野・堀家・春名・黒岡・谷口・白川

（敬称略） 

 協議内容（概要） 

〇研修について（全体・基礎コース）  〇自殺防止対策事業について 

〇Ｚｏｏｍアカウントの運用について   〇県協会ホームページについて 

〇災害対策委員より            〇日本協会の動き 

〇会員情報について：入会・退会希望者・会員情報の変更  〇総会の振り返り 

〇派遣・推薦・後援・周知依頼について 〇中四国大会について 

〇ソーシャルワーカーデーについて   〇その他 

≪事務局からのお知らせ≫ 

 

① 会員情報（氏名・所属先・郵送先など）の変更がある方は、ホームページの「入退会届、
変更届について」から変更届をダウンロードし、早めに事務局へ FAX・郵送・持参してくだ

さい。ダウンロードが難しい方は事務局にご連絡ください。電話のみでの変更は受け付

けておりませんので、変更届の提出をお願い致します。 

なお、退職・異動などで連絡が届かない状況になっている方もおられます。変更・退会届

が提出できていないと思われる方がおられる場合は、把握されている方からの連絡もお

受けしておりますので、ご協力をお願いします。 

 

② 令和３年度の県協会会費（年会費２，０００円）について、振込がまだの方は、早めの入
金をお願い致します。なお、会員が複数おられる機関は、払込書に納入者全員の氏名を

フルネームで記載していただきますようお願いします。 

 

口座記号番号：０１３６０－２－１０２５２３（ゆうちょ銀行） 

加入者名：岡山県精神保健福祉士協会（ｵｶﾔﾏｹﾝｾｲｼﾝﾎｹﾝﾌｸｼｼｷｮｳｶｲ） 

 

③ 令和２年度の県協会会費の納入ができていない方は、同じく上記口座への振り込みをよ
ろしくお願いします。また、二重払いとなる方がおられますので、未納の心配がある方は

事前に事務局にお問い合わせいただけると助かります。２年間の会費滞納があります

と、本人の意思とは関係なく、会員資格の喪失となりますので、ご注意ください。 

 

④ 新入職員など入会を考えておられる方がおられましたら、入会届と併せて、メーリングリ
ストへの登録も行うよう声掛けをお願いします。なお、メーリングリスト登録についてもホ

ームページに記載していますのでご確認ください。 

 

岡山県精神保健福祉士協会 事務局 

〒７００-０９１５  岡山県岡山市北区鹿田本町３－１６ 

岡山県精神科医療センター 相談室内 （担当：牧野・黒岡・谷口・白川） 

TEL（０８６）２２５－３８２１ ／ FAX（０８６）２３４－２６３９ 

e-mail：psw-ok＠r3.dion.ne.jp 


