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【日 時】  ２０２２年６月４日（土） １３：３０～ １６：３０ 

【会 場】  ZOOM ミーティングルーム 

 

 

 

 

 

 

滋賀県精神保健福祉士会 第 2２回定期総会 

 

 

 

 



次第 

 

 

１３：１５～ ZOOM 開室  

１３：３０～ 定期総会 

（（公社）日本精神保健福祉士協会滋賀県支部総会も併せて開催） 

       会長挨拶 

       議長選出 

       第１号議案 20２１年度 事業報告（案） 

       第２号議案 20２１年度 会計・監査報告（案）  

       第３号議案 理事改選について 

       第４号議案 202２年度 事業計画（案）       

       第５号議案 202２年度 予算（案）  

       議長解任 

 

       （公社）日本精神保健福祉士協会滋賀県支部総会 

 

１４：３０～ 休憩 

 

１４：４５～  『地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現向けて』 

         講師：滋賀県立精神保健福祉センター 辻本 哲士 所長  

  

１６：３０  閉会 
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第１号議案 20２１年度 事業報告（案） 

１ 定期総会  

20２１年 ６月２０日（日）第２１回定期総会 ZOOM ミーティング              

第１号議案：２０２０年度 事業報告（案） 

第２号議案：２０２０年度 決算報告（案） 

第３号議案：２０２１年度 事業計画（案） 

第４号議案：２０２１年度 予 算 （案） 

すべての議案について承認されました。 

 

２ 理事会  

   第１回   ２０２１年 ６月１５日 ZOOM ミーティング 

      第２回   ２０２１年 ７月２０日 ZOOM ミーティング 

   第３回   ２０２１年 8 月２９日 ZOOM ミーティング 

   第４回   ２０２１年 ９月２６日 ZOOM ミーティング 

   第５回   ２０２１年１０月２８日 ZOOM ミーティング 

   第６回   ２０２１年１２月１０日 ZOOM ミーティング 

   第７回   ２０２２年 １月２５日 ZOOM ミーティング 

第８回   ２０２２年 ２月１５日 ZOOM ミーティング 

第９回   ２０２２年 ３月１５日 ZOOM ミーティング 

 

３ 各事業 

  今年度もコロナ禍の影響で、理事会も対面で開催されることもなく、十分な取り組みができ

ない一年となっていた。しかし、オンラインでの取り組みならではの参加が研修会、理事会

においてできた面もあり、今後もオンラインの良さを取り入れながら取り組みを検討してい

くことが必要ではないかと思われる 

 

１）企画事業（研修等事業） 

個々の資質の向上、自己研鑽の機会の確保、会員の交流、精神保健福祉の発展への寄与等の

目的のもと、研修等を企画、実施しました。 

2021 年 9 月 26 日 WEB ミーティング 

内容：コロナ禍における各会員の取組状況や想いなどを共有する機会として、WEB による

ミーティングを開催 

 

202２年２月 2３日 滋賀県ソーシャルワーク関連３団体研修 

講義：「児童虐待の実態と求められる実践」 

  講師：加藤 雅江氏（杏林大学健康学部健康福祉学科 教授） 
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  2021 年 11 月 21 日 ２府４県 PSW 合同研修会 

内容：権利擁護について考える 

～ 精神障がい者の権利を守りたい 私たちにできること ～ 

 

202２年３月５日（土）京都・奈良・滋賀 精神保健福祉士協会合同研修 

内 容：「これからの精神科医療 私たちが目指すことを考える」 

    ～日弁連「精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議」から～ 

講 師 ：八尋 光秀氏（福岡県弁護士会） 

     東 奈央（大阪弁護士会） 

  

202２年３月６日（日）基幹研修Ⅰ 

 日本精神保健福祉士協会 受託事業 

 

２）広報  

  滋賀県立精神医療センター・滋賀県立精神保健福祉センターにおいて広報部を組織し、精神

保健福祉に関する様々な情報提供や会員同士の交流の場、各種研修実施の報告等を盛り込ん

だニュースレターの企画から作成・編集・郵送を年数回行っています。 

広報誌「とことん PSW」の発行 

NO.４８  20２２年 ３月発行 

 

インターネット社会を鑑みて、パソコンからのアクセスだけではなく、携帯電話からもアク

セスしやすいようモバイルホームページの機能にも対応しています。各種研修やイベント開

催の案内、求人案内等のタイムリーな情報発信に取り組んでいます。 

「滋賀県精神保健福祉士会」 ホームページアドレス http://shiga-psw.org/ 

 

３）施策制度検討事業等 

理事会において、施策動向等の情報共有や学習に努めた。 

滋賀県精神医療審議会の場などで、医療計画・福祉計画等などの策定に向けた議論の中で意

見表明などを行った。 

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課との協議の場などの機会を持つことは今年度もできず、今

後の課題として残っている。 

 

 202１年７月 11 日 滋賀県内ソーシャルワーク 3 団体懇談会 

  小鑓厚生労働大臣政務官を迎えての懇談会実施 

  「児童虐待、子ども家庭福祉士構想について」 

 

 202１年９月 （一社）兵庫県精神保健福祉士協会より返信 

【緊急】神出病院に向けての取り組みについて協力の申し出に対するお礼 
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４）組織運営・基盤整備事業  

当会の運営、事業執行への対応・組織体制の確立、運営基盤の整備を行うことを目指し、以

下の活動に取り組みました。 

① 組織の体制・基盤整備に関すること 

会員へのメール配信の整備については、今後も新規入会した会員を中心にメールでの情

報伝達等利便性の面からも積極的に取り組んだ。 

② 理事会の充実に関すること 

今年度も原則月 1 回理事会を開催してきたが、コロナ禍のため対面での理事会の開催は

できなかった。 

 

４ 委員派遣・推薦・協力等  

  以下の関係機関・団体・審議会等について、委員の派遣・推薦・協力をしました。 

 ・滋賀県精神保健福祉審議会…委員派遣 西川会長 

 ・滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会…委員派遣 杉山理事 

・滋賀県社会福祉学会…実行委員、推進委員合同会議、滋賀県社会福祉学会に参加…樽井理事 

 ・滋賀県運営適正化委員会（あんしんなっとく委員会）…苦情解決合議体委員派遣 岩瀬監事 

 ・滋賀県精神医療審査会…委員派遣 梶理事 岩瀬監事 

 ・滋賀県精神保健福祉協会・滋賀県地域福祉施策検討委員会…理事派遣 西川会長 

 ・精神保健参与員…推薦 

 ・滋賀県医療観察制度運営連絡協議会…委員派遣 西川会長 

 ・高島市障害支援区分認定審査会…委員推薦 中山由紀子氏 

・滋賀県リハビリテーション協議会…委員派遣 梶理事 

 ・湖南地域成年後見制度利用促進協議会…委員派遣 岩瀬監事 

 ・滋賀県災害時要配慮者支援ネットワーク会議…委員派遣 岩瀬監事 

 ・滋賀県地域擁護推進協議会…構成員参加 

 

５ 関係団体等との連携 

１） 県内関係団体  

[3 団体関係] 滋賀県社会福祉士会・滋賀県医療ソーシャルワーカー協会 

（１） 3 団体合同研修会 【再掲】 

202２年２月 2３日 滋賀県ソーシャルワーク関連３団体研修 

講義：「児童虐待の実態と求められる実践」 

 講師：加藤 雅江氏（杏林大学健康学部健康福祉学科 教授） 

（２） 滋賀県ソーシャルワーカーデーの開催・・・開催されず 
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２） 全国・県外団体  

 [社団法人日本精神保健福祉士協会（以下 JAPSW）との連携] 

   支部報告参照   

６ 事務局  

  以下の業務を行いました。 

・会員管理業務 

   ・会計業務 

   ・公文書、資料の管理など事務全般 

   ・関係団体との連絡調整 

   ・会員へのメール配信（各種案内や求人情報等） 

 

７ 後援・協賛  

   第 8 回成人発達障害支援学会滋賀大会 11 月 6 日～7 日 

 

８ 会員数（202２年 4 月 1 日現在） 

  正会員  １０４名 

  準会員     1 名 

  賛助会員    ２名 
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収入

科目 差額 説明

会費収入 199,000
2021年度入会分:12,000円+過年度
分:27,000円

支部活動協力費 0 47名×1,500円

基幹研修Ⅰ委託費 90,000 2022年度入金予定

雑収入 △ 32,009
謝礼立替返還分：40,000円、ﾃｷｽ
ﾄ代振込：12,005円、利息：4円

繰越金 0

合計 256,991

支出

科目 差額 説明

運営費

事務・通信費 62,721 事務用品、郵送代・印刷代等

使用料・賃貸料 10,000

旅費・交通費 49,800 通行料

負担金 0 精神保健福祉協会会費

予備費 30,000

小計 152,521

事業費

総会費 30,000 講師謝礼

研修会費 163,143
講師謝礼・振込手数料・テキスト代・資
料郵送代等

広報活動費 30,000

ホームページ管理費 30,000

災害対策費 150,000

オンライン設備費 27,890 zoom年間契約料

予備費 166,174

小計 597,207

合計 749,728

‐　6　‐

収入決算額　689,183円と支出決算額　196,446円の差額　492,737円は、次年度に繰り越すこととする。

特別会計

定期預金 201,505

776,174 178,967

946,174 196,446

50,000 22,110

166,174 0

30,000 0

150,000 0

300,000 136,857

30,000 0

50,000 20,000

30,000 0

170,000 17,479

50,000 200

10,000 10,000

70,000 7,279

10,000 0

2021年予算額 決算額

527,674 527,674

946,174 689,183

20,000 52,009

238,000 39,000

70,500 70,500

第２号議案　2021年度滋賀県精神保健福祉士会収支決算書（案）

2021年予算額 決算額

90,000 0
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第３号議案 役員改選（案）  

 

 

第２０期（２０２２年総会～２０２４年総会）  

 

会 長  池田 健太郎（滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課）  

 

副会長   梶 佳意子 （湖南地域働き・暮らし応援センター りらく） 

  樽井 康彦 （龍谷大学 社会学部） 

 

理 事  杉山 更紗 （大津市保健所） 

  中井 皓太 （滋賀県立精神医療センター） 

  村田 和啓 （東近江市 障害福祉課） 

  丹羽 崇  （株式会社 クローバー） 

  松井 勇太郎（東近江圏域働き暮らし応援センター Tekito‐） 

 

監 事  藤高 いつ子（精神障害者生活訓練施設 樹）  

門田 雅宏 （滋賀県立精神保健福祉センター） 

  

事務局 龍谷大学瀬田学舎に置くこととし、事務局体制を整備する。  

日本精神保健福祉士協会支部との連携  

理事会は、必要時に支部運営委員会との同日開催（会則第 4 条の 5 を中心と 

した協議）とする。 
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第４号議案 ２０２２年度 事業計画（案） 

 

事業方針 

当会会則第３条の目的「本会は、精神保健福祉士の価値・知識・技術に則した専門職として資質

の向上に努めると共に、会員相互の交流、関係団体との連携、その他の社会活動を通じ、精神保

健福祉の向上に寄与することを目的とする」を達成するため、以下の活動に取り組むことを事業

方針とします。 

 

１） 精神保健福祉を推進するための取り組み 

・権利擁護に関する取り組み 

    権利擁護委員会を新設し、権利擁護・権利侵害等に関する情報を収集、検討し会員に権

利擁護について深める機会を提供と、当事者の方々からの苦情解決に対する規定の策定

等の充実 

   ・関係団体との情報交換・協力・協働を目的とした取り組み 

    日本精神保健福祉士協会滋賀県支部との協力・協働関係を目的とした事業 

   ・災害支援に備えた取り組み 

    日本精神保健福祉士協会との協定に基づいた取り組み 

    滋賀県との協定に向けた取り組み 

 

２） 会員の資質の向上のための取り組み 

全体研修・・・担当理事を中心として、会員の協力を得て企画、実施する。 

       年間概ね２回程度開催する。  

基礎研修の開催 

オンラインでの新人・中堅・ベテラン等の web 交流会の開催 

委員会活動による勉強会の実施 

 権利擁護・就労支援・災害対策・その他 

    県内３団体での研修会、ソーシャルワーカーデイへの参画 

    共催や後援事業による研修会等の実施ならびに会員への案内 

 

    ☆コロナ対策を最優先し、可能な研修の実施体制を検討していく。 

 

３） 広報活動の充実 

年２回ニュースレターの発行、ホームページの充実 等 

  

４）事務局機能の移行・充実 

   ・会員管理業務…年 1 回の現況調査を行い、会員登録者数の確定・会費の完全納入をはか 

ります。 

   ・組織拡大・ニーズの把握…事業運営・活動に反映できるよう、アンケートや広報誌を活

用し、会員のニーズ把握に努めます 
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 ・組織体制の整備…各種規程等の整備に努めます 

   ・会計業務、公文書、資料の管理など事務全般を行います 

・関係団体との連絡調整に努めます 

   ・会員へのメール配信（各種案内や求人情報等）を行います。 

 

 ５）関係団体との連携に関する事業 

当会の事業目的にそって、精神保健福祉分野をはじめ、関係団体・諸会議等への委員派遣

や推薦、協力、連携を進める。 

 

６）その他必要な事項 
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収入

科目 差額 説明

会費収入 80,000
正会員104名×3,000円　その他3名×
2,000円

支部活動協力費 0 47名×1,500円

基幹研修Ⅰ委託費 0 2021年度分

雑収入 0 研修会参加費・利息等

繰越金 △ 34,937

合計 45,063

支出

科目 差額 説明

運営費

事務・通信費 0 切手・事務用品・携帯料金等

使用料・賃貸料 10,000 理事会会場費等

旅費・交通費 △ 10,000 役員会等交通費

負担金 0 精神保健福祉協会会費

予備費 0

小計 0

事業費

総会費 0 資料、案内文郵送代等

研修会費 0 講師謝礼・案内文郵送代等

広報活動費 0 会報誌印刷・郵送代等

ホームページ管理費 0

災害対策費 △ 50,000 研修参加費・旅費・防災用品等

オンライン設備費 100,000
オンライン会議ソフト契約料、ノー
トパソコン等

予備費 △ 4,937

小計 45,063

合計 45,063

特別会計

定期預金 201,505

776,174 821,237

946,174 991,237

50,000 150,000

166,174 161,237

30,000 30,000

150,000 100,000

300,000 300,000

30,000 30,000

50,000 50,000

30,000 30,000

170,000 170,000

50,000 40,000

10,000 10,000

70,000 70,000

10,000 20,000

2021年予算額 2022年予算額

527,674 492,737

946,174 991,237

20,000 20,000

238,000 318,000

70,500 70,500

第５号議案　2022年度滋賀県精神保健福祉士会収支予算書（案）

2021年予算額 2022年予算額

90,000 90,000


