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    ２０１８年度定期総会のご報告 

         

    

                        

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

 去る２０１８年４月１８日、大田区消費者生活センターで定期総会が開催されました。 

 ２２名（委任状４６名）の出席により、定例会の年度計画や、区民に向けて発信する年 1回の公開講座な

どの計画、改正個人情報保護法に対応した会則変更や、予算などが説明されました。各議案については満場

の拍手をもって承認され、無事終了いたしましたことをご報告させていただきます。（資料は後のページに

添付しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会資料の他、おおた社会福祉士会後援イベン、会員が持ち寄ってくれたチラシなど。福祉に関わる学習会

や地域でのイベントなど、定例会や会員メーリングを是非大いに活用してご紹介ください！ 

おおた社会福祉士会会報 

              第９８号 

        ２０１８年（平成３０年）５月７日発行 

 

発 行：おおた社会福祉士会事務局 

責任者：生駒 友一 

連絡先：〒143-0021 東京都大田区北馬込２−２７−１１ 

電話・FAX ０３−３７７４−２９５５ 

  E-MAIL：otachikukai@gmail.com  

（メール配信への切り替えをご希望される方は、「お名前」と「メール配信希望」の旨をこちらまでお願いします。） 

おおた社会福祉士会 会長 生駒 友一 
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              鉄板焼と酒 さゝや 蒲田にて懇親会を開催しました。 

  

総会後の懇親会では、鉄板焼と酒 さゝや 蒲田様にお世話になりました。和気あいあいとした雰囲気の中で

交流を深めることができました。総会にご出席いただいた濱住理事・渡邉理事（ともに公益社団法人東京社

会福祉士会地区支援センター担当理事）もご参加くださいました。 

            

             ２０１７年度活動報告           

 

総会・定例会・区民公開講座            場所：大田区消費者生活センター2階など 
4月 19日 定期総会 大田区消費者生活センター 22名 
5月 17日 定例会【茶話会】「社会福祉士全員集まれ～」 〃 21名 

6月 21日 
定例会「地域に出ていく助産師 〜母子保健と福祉の連
携を考える〜」 助産師／株式会社とらうべ 宮里風葵
氏 

〃 32名+講師 1名 

7月 19日 定例会「保護観察官による更生保護出張講座『更生保護
と福祉』〜"社会を明るくする運動"大田区推進委員会加 〃 43名+講師 2名 

資料１ 
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盟記念〜」 保護観察官／東京保護観察所民間活動支援
専門官 杉本浩起氏、保護司／司法福祉委員会副委員長 
久保田邦子氏 

8月 16日 

定例会「多頭飼育問題など地域の抱える動物飼養の問題
について」  
東京都福祉保健局動物愛護相談センター 栗
原八千代氏 

〃 29名+講師 1名 

9月 20日 定例会「(公社)東京社会福祉士会災害福祉委員会企画ワ
ークショップ「今 やろう」 災害福祉委員会メンバー  〃 22名+講師 4名 

10月 18日 定例会「『おおた 子どもの生活応援プラン』について 」 
大田区福祉部子ども生活応援担当課長 石川里香氏  〃 22名+講師 1名 

11月 15日 
定例会「フィリピンの児童養護施設『ハウスオブジョイ』
実践報告  
」 ハウスオブジョイ事務局長兼副院長 澤村信哉氏 

〃 26名+講師 1名 

12月 21日 忘年会 ナングロガル蒲田店 14名 
1月 18日 新年会ぶっちゃけトーク!  大田区消費者生活センター 14名 

2月 14日 

拡大定例会「他地域の自立支援協議会の事例から学ぶ~
障害者支援の地域連携を考えるために」 目黒区障害福
祉課身体障害者相談係長  
平井勝氏  

さぽーとぴあ 42名+講師 5名 

3月 10日 
区民公開講座「首都直下地震に備えて」 気象庁地震火
山部地震予知情報課長 青木元氏、大田区防災計画担当
課長 甲斐康誠氏 

大田区消費者生活センター 91名+講師 2名 

 
役員会並びに会報発行                場所：大田区消費者生活センター2階 

 4月 10日 定期総会、会報企画 大田区消費者生活センター 10名＋傍聴 2名 

 5月 11日 役割分担、5月定例会、平成２９年度年間計画等。会報
第 92号発行作業 〃 8名＋傍聴 2名 

 6月 6日 6～9月定例会、ネットワーク会員入会承認、会報企画 〃 7名＋傍聴 2名 

 7月 11日 7～9月定例会、区民公開講座、後援名義使用承認、会報
第 93号発行作業 〃 6名＋傍聴 1名 

 8月 8日 7～9月定例会、区民公開講座、後援名義使用承認、ネッ
トワーク会員入会承認、会報企画 〃 6名＋傍聴 2名 

 9月 12日 9～11月定例会、忘年会、区民公開講座、地区支援セン
ター会議、会報第 94号発行作業 〃 6名＋傍聴 2名 

 10月 10日 10～11月定例会、忘年会、区民公開講座、会報企画 〃 6名＋傍聴 2名 

 10月 30日 1月～3月定例会、忘年会、区民公開講座、会報第 95号
発行作業 〃 4名＋傍聴 2名 

 12月 4日 1～2月定例会、忘年会、区民公開講座、後援名義使用承
認、“社会を明るくする運動”感謝状贈呈式、会報企画 〃 5名＋傍聴 3名 

 1月 9日 1～2月定例会、区民公開講座、後援名義使用承認定、会
報第 96号発行作業 〃 5名＋傍聴 3名 

 2月 6日 
2 月定例会、区民公開講座、定期総会・懇親会、来年度
の執行体制について、来年度年間計画、第３回地区支援
センター会議、会報企画 

〃 5名＋傍聴 3名 

3月 6日 

区民公開講座、定期総会・懇親会、来年度の執行体制に
ついて、来年度年間計画、会報 100号記念号対応、東京
社会福祉士会 25 周年記念誌、改正個人情報保護法への
対応、会報第 97号発行作業 

〃 7名＋傍聴 3名 

  
共催・後援・協力 

6月 4日 第 10回おおたユニバーサル駅伝大会（NPOジャパンユニバーサルスポーツ・ネットワーク）後援 

9月 9日 おおた福祉フェス 2017（おおた福祉フェス実行委員会 2017）後援 

9月 16日 「530のストーリー 罪を犯した人たちとの出会いが気付かせてくれたこと」 
～長崎県地域生活定着支援センターの実践から学ぶ～（おおた TSネット）後援 

 9月 24日 みま～も蒲田フェスタ（みま～も蒲田）後援 
1月 27日 第 6回くらし健康あんしんネットおおた区民公開講座（実行委員）共催 

2月 10日 「当事者性を活かした支援・働き方とは？～ピアスタッフの現場から～」（精神障害当事者会ポルケ）後
援 

3月 21日 障害者差別解消法推進☆大田区民アクション「だれもが暮らしやすい町をつくろう」（DET サポーター大
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田）後援 
 
その他の活動 

4月 28日 おおた区民活動団体連絡会総会 大田区消費者生活センター 
5月 17日 文京社会福祉士会設立総会 文京区民センター 
5月 18日・ 
8月 18日・ 
2月 16日 

（公社）東京社会福祉士会地区支援センター会議 福祉財団ビル（大塚） 

6月 6日 

（株）映学社 DVD作品への推薦 
・障害者は困っています！ 
～合理的配慮へのポイント①～（肢体不自由、視覚障害、聴覚障害） 
・障害者は困っています！ 
～合理的配慮へのポイント②～（発達障害、知的障害、精神障害） 

（5 月定例会で上映後、6 月
役員会にて推薦を決定。） 

7月強調月間 第 67回“社会を明るくする運動”大田区推進委員会  
9月 27日・10
月 27日・11
月 20日 

2017年度区民公開講座実行委員会（3回） 大田区消費者生活センター 

2月 10日 東京社会福祉士会実践研究大会 北とぴあ 

 

               ２０１７年度  収支計算書         

 
   自.2017年 4月 1日  至.2018年 3月 31日 おおた社会福祉士会 

収入の部 (単位:円) 

科目 摘要 決算金額 

前年度繰越金     119,225 

補助金・助成金 助成金   430,000 

定例会参加費 定例会参加費   78,500 

雑収入     (31,056) 

  ネットワーク会員会費   4,000 

  雑収入   27,056 

当期収入合計     (539,556) 

収入合計     658,781 

    
支出の部 (単位:円) 

科目 摘要 決算金額 

事業費     (489,800) 

  会報印刷諸経費   2,568 

  会報発行通信費   71,098 

  公開講座講師謝礼金   4,980 

  公開講座ちらし資料印刷諸経費   22,990 

  公開講座その他雑費   410 

  定例会会場使用料   44,000 

  定例会印刷諸経費   13,560 

  定例会講師謝礼金   67,660 

  大田区制７０周年 PR助成事業   262,534 

資料２ 

http://www.eigakusya.co.jp/newpage17.html
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事務費     (21,640) 

  定期総会会場使用料   5,500 

  定期総会通信費   16,140 

その他 その他   15,342 

当期支出合計     (526,782) 

次年度繰越金     131,999 

支出合計     658,781 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 
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          おおた社会福祉士会会則の一部改正      

 

 改正個人情報保護法に対応する会則の変更として、条文に「個人情報保護の取り扱い」を追加する。 

 

おおた社会福祉士会会則改正新旧対比表 

改正前 改正後 

（委任） 

第10条  この会則に定めるもののほか必要な

事項は、会長が定める。 

（個人情報保護の取り扱い） 

第 10条 本会の活動を推進するため必要とす

る個人情報の取得、利用、提供および管理につ

いては、「個人情報保護方針」に定め、適正に

運用するものとする。 

 

（委任） 

第11条  この会則に定めるもののほか必要な

事項は、会長が定める。 

 

 

 

     ２０１８年度おおた社会福祉士会役員一覧     

                                   （敬称略） 

会 長 １名 生駒 友一 甘藷 生駒 

副会長 １名以上 中村 一孝 

平野  悟 

社会福祉士中村事務所 

港区社会福祉協議会 

事務局長 １名 大竹 直樹 大田区福祉部大森生活福祉課 

会 計 １名以上 加藤 奈央 

後藤 敬貢 

有限会社スマイルケア 

大田区立志茂田福祉センター 

幹 事 若干名 大川 邦幸 

小澤 浩子 

笹生  崇 

塩原 匡浩 

水越 幸彦 

吉田 悠吾 

大田区福祉部大森生活福祉課 

大田区社会福祉協議会 

大田区地域包括支援センター久が原 

あんしんステージ法務・福祉事務所 

大田幸陽会 大田区若草青年学級 

株式会社あすき 

監 事 １名以上 大山 昭典 大山社会福祉研究所 

 

 

資料４ 

資料５ 
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       ２０１８年度おおた社会福祉士会活動計画     

 
１．活動目的 
 大田区内における社会福祉士としての専門的技能の研鑽、専門職相互の連携を図り、社会福祉に貢献する
ことを目的とする。 
 
２．活動方針 
（１）社会福祉士固有の活動とサポート 
（２）区民、行政機関、専門職との連携 
（３）会員加入率のアップと組織の活性化 
 
３．活動内容 
（１）定例会 ：毎月第３水曜日（年１１回程度） 学習会、活動や取組みの発表、会員同士の情報交換等 
（２）チーム制による課題別活動  
（３）役員会 ：毎月１回（年１２回） 
（４）公開講座 ：年１回 
（５）広報活動 
  ①会報の発行：５月・７月・９月・１１月・１月・３月（年 6 回） 
      １００号記念号をもって郵送を止め、メール配信および Web版に切り替える。 
  ②その他：Webサイト、Facebookページの運営 
（６）共催・協力事業 
  ①くらし健康あんしんネットおおた（共催） 
  ②社会を明るくする運動（推進委員会加盟） 
  ③おおたふれあいフェスタ（参加協力） 
  ④おおたＴSネット（協力） 

（７）関係団体支援、後援等 

（８）２５周年記念事業 

 

 2018度年度計画                ※講師やテーマが変更になる場合もあります。 

 ４月 定期総会  

 ５月 ［茶話会］社会福祉士全員集まれ〜！  

 ６月 介護現場の働き方、ワークライフバランス 田端会員 

 ７月 ホームレス支援、東京ストリートカウント 北畠拓也氏（アーチ共同代表） 

 ８月 年金について 水越会員 

 ９月 ケースワーカーのお話、生活保護 常数英昭氏・柏木ハルコ氏 

１０月 遺言 塩原幹事 

１１月 ハウスオブジョイ実践報告 澤村信哉氏 

１２月 大忘年会  

 １月 新年会ぶっちゃけトーク  

 ２月 （子ども分野） （調整中） 

 ３月 区民公開講座   

 
 

 

 

 

           

資料６ 
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           ２０１８年度収支予算         

      自.平成 30年 4月 1日  至.平成 31年 03月 31日 おおた社会福祉士会 

収入の部 
  (単位:円) 

科目 摘要 本年度予算 前年度予算 比較増減 

前年度繰越金 前年度繰越金   131,999 119,225 12,774 

補助金・助成金 助成金 

東京社会福祉

士会 

160000円 社

協 

27000円 

187,000 177,000 10,000 

寄付金 寄付金   0 10,000 △10,000 

定例会参加費 定例会参加費   70,000 75,000 △5,000 

受取利息 受取利息   1 2 △1 

雑収入     (14,000) (5,000) (9,000) 

  ネットワーク会員会費   4,000 5,000 △1,000 

  雑収入   10,000 0 10,000 

当年度収入合計     403,000 386,227 16,773 

      
支出の部 

  (単位:円) 

科目 摘要 本年度予算 前年度予算 比較増減 

事業費     (304,000) (272,500) (31,500) 

  会報印刷諸経費   10,000 15,000 △5,000 

  会報発行通信費   50,000 61,500 △11,500 

  公開講座会場使用料   10,000 10,000 0 

  公開講座講師謝礼金   50,000 50,000 0 

  公開講座ちらし資料印刷諸経費   30,000 25,000 5,000 

  公開講座その他雑費   1,000 1,000 0 

  定例会会場使用料   55,000 55,000 0 

  定例会印刷諸経費   15,000 15,000 0 

  定例会講師謝礼金   40,000 40,000 0 

  100号記念会報印刷諸経費   20,000 0 20,000 

  100号記念会報寄稿者謝礼金   10,000 0 10,000 

  100号記念会報通信費   13,000 0 13,000 

事務費     (28,500) (30,100) (△1,600) 

  定期総会会場使用料   5,500 5,500 0 

  定期総会印刷諸経費   3,000 3,000 0 

  定期総会通信費   20,000 21,600 △1,600 

その他 その他   20,000 20,000 0 

予備費 予備費   50,500 52,627 △2,127 

当年度支出合計     403,000 375,227 27,773 

 

 

 

 

資料７ 
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 ２０１７年度 区民公開講座報告 首都直下地震に備えて 

                  おおた社会福祉士会 監事 大山 昭典                                        

 

 

 

    

                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

上／講師の青木元氏、下左／会場内後方から、下右／情報保護として手話通訳・パソコン文字通訳を実施。 

日時：２０１８年３月１０日（土）１４：００～１６：１０ 

会場：大田区消費者生活センター 大集会室 

講師： 

第１部「「首都直下地震に備えて」 

青木 元 氏（気象庁地震火山部地震予知情報課長） 

第２部「大田区の地震防災対策について」 

甲斐 康誠 氏（大田区防災計画担当課長） 
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 第１部講演は「首都直下地震に備えて」の題目で、気象庁地震予知情報課長・青木元氏 

をお迎えして講演頂きました。（参加者総数９３名） その概要は下記の通りです。 

・日本は陸のプレート（岩盤）である北米プレートとユーラシアプレートの上にあり、その下に太

平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込んでいる。日本は世界に 10 数枚しかないプレートの

うち４枚のプレートがひしめき合っている世界有数の地震国である。関東地方周辺では２０１７年

１年間に約９万８千個もの地震が発生した。その殆どは身体に感じないような小さな地震だが、と

きには大きな揺れを感じるものもある。 

・プレート境界では、陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込む時に、陸側プレートの先端

部分が引き込まれて陸のプレートにひずみが生じる。ひずみが限界点に達するとプレートの先端部

分が跳ね上がり、その際に地震や津波が発生する。 

・首都直下地震（M７程度）が発生する確率は今後３０年以内に７０％、南海トラフの巨大地震（M

８～９クラス）が発生する確率は３０年以内に７０～８０％である。 

・地震による被害には、強い揺れによる家屋等倒壊のほか、津波、火災、山崩れ・地滑り、液状化

現象等による被害がある。また、最近では高層ビルで揺れが大きくなる長周期地震動による被害も

注目されている。 

・首都直下地震による被害は、死者２万３千人、避難者７２０万人、都内の帰宅困難者４９０万人、

ゆれによる建物全壊１７万棟、ライフライン１か月停止、経済被害９５兆円と想定されている。大

きな津波は想定されていない。 

・地震は自然現象なので地震の発生自体を止めることはできないが、自助・共助・公助などの防災

対応をとることにより災害を減らすことはできる。 

・地震発生の際、マグニチュードは震源地（地下）での地震の大きさを表し、震度は観測場所（地

上）の揺れの大きさ（震度０～４、震度５強・弱、震度６強・弱、震度７の１０階級）を表す。 

 

第２部は「大田区の地震防災対策について」をテーマに、大田区防災計画担当課長・甲斐康誠氏に

講師をお願いしました。その概要は下記の通りです。 

・東京湾北部地震発生の場合、大田区の被害想定として死者約１千人、負傷者約１万人、建物被害

（全壊）約４万３千棟、徒歩帰宅困難者約１６万６千人、避難所生活者約２４万人 

・建物被害のうち火災焼失は３万２千棟、火災に伴う死者数は上記総数の６０％を占める。 

・建物被害のうち、ゆれ・液状化に伴う被害は約１万１千棟である。 

マンション居住者は揺れが大きい場合、エレベーターが停止するので注意すること。 

・ライフラインの被害率は、電気（停電率）３６％ 上水道（断水率）６８％ ガス（供給停止率）

２１～１００％ 下水道（管きょ被害率）３０％  

・地震災害の予防対策として、ライフラインの復旧が始まる１週間の備えが不可欠、在宅避難につ

いては、食料や生活用品など最低３日分の備蓄が必要である。 

・避難行動の流れとして、一時集合場所、（広域）避難場所、避難所（区立学校）がある。 

・大田区内には９１か所の避難所が設置されている。大田区では「学校防災活動拠点化事業」を推

進して、今後「避難所を逃げ込む場から災害に立ち向かう場」として、情報拠点及び地域活動拠点

づくりを目指す。 

・緊急医療救護所は区内１６病院に設置しているが、福祉避難所が圧倒的に不足しており、今後は

福祉施設、ボランティア等の活用を推進する。 
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役員会からのお知らせ 

 

・大田区の被災者生活再建支援施策としては①建物の応急危険度判定②家屋等の被害状況調査③罹

災証明書の発行④生活再建のための支援金・資金貸付・住宅確保・公共料金の特例措置等を実施す

る。 

 

 

 

◆３月役員会の報告（３月６日（火）午後７時～ 於 MICS） 
・区民公開講座について 
・定期総会・懇親会について 
・会計監査について 
・来年度の執行体制・年度年間計画について 
・改正個人情報保護法への対応について 
・おおたフォーラム２０１８企画案について 
 
◆４月役員会の報告（４月１１日（水）午後７時～ 於 MICS） 
・定期総会・懇親会について 
・会計監査について 
・２０１８度年間計画について 
・区民公開講座報告 
・後援名義使用の承認について ２件 
（福祉フォーラム城南、特定非営利活動法人 ジャパンユニバーサルスポーツ・ネットワーク） 
 
※役員会の会合では、定例会等の運営の検討、会報の編集会議や印刷封入などをしています。どうぞご参加

ください。 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５～７月定例会、後援イベントのお知らせ 

６月 定例会 「介護現場におけるライフワークバランス〜大田区内の中小法人に

おける仕事と介護の両立に関するアンケート調査から見えてきたこと〜」 

 

５月 定例会 【茶話会】「社会福祉士全員集まれ〜♪」 

 ２０１８年新しく入会された会員を歓迎する気持ちを込めて、さらには２０１６年・２０１７年に入会

された会員のみなさまも対象として、新会員歓迎交流会を開催します。会員紹介の時間を設けたり、社会

福祉士の仲間や先輩に聞いてみたい「あんなこと、こんなこと…」など。新会員のみなさまを主役に、フ

リートークの機会にいたします。新会員のみなさま、ぜひ会場にいらしてください。 

とき ５月１６日（水）午後７時 ～８時３０分  ところ 大田区消費者生活センター２階 第６集会室   

参加費 ５００円（お茶・お菓子付き）      

※定例会の後、有志により懇親会を開催します。  

とき ６月２０日（水）午後７時 ～８時３０分     ところ 大田区消費者生活センター２階 第６集会室 

講師 田端 千英 氏（一般社団法人大田区支援ネットワーク代表理事）  参加費 ５００円（資料代） 

※定例会の後、有志により懇親会を開催します。 
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新年度のご挨拶 
おおた社会福祉士会 会長 生駒 友一 
 

事務局移転のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日のボランティアスタッフを募集しています。詳細は「第１１回おおたユニバーサル駅伝大会」で検索、

あるいは（電話：03-5753-3860 FAX:03-5753-3861 E-mail: info＠jusn.org）へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 昨年２０１７年度より、おおた社会福祉士会の会長を務めております生駒友一です。 

 ２００６年に入会し、会の活動を通じて様々な経験をさせていただいたことが、私自身の成長につながっ

てきたと深く感謝しています。 

 今年度は会報１００号記念号の発行を予定しており、来年２５周年を迎えるための準備なども併せて進め

てまいります。 

 会員の皆様、連携・協力してくださる皆々様のお力を得てこの会を益々発展させていきたいと思っていま

す。引き続きどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 今年度から事務局は下記の住所に移転しました。 

 

 

 

※カラー写真を掲載した会報をお

おた社会福祉士会のホームページ

で公開しています！ こちらもぜ

ひご覧ください！ ⇒ 

http://ota-amity.lovepop.jp/in

dex.html 

第１１回おおたユニバーサル駅伝大会   〈おおた社会福祉士会 後援〉 

 
 

編集後記  皆さま、ゴールデンウイークいかがお過ごしだ
ったでしょうか？ 私は定休日だけお休みをもらい、次男の
入学祝いを互いの両親と一緒に新橋の中華料理店で行いま
した。両家の顔合わせ会を行った「同じ場所」を選んだはず
なのですが、互いの記憶は一致せず…。たわいない「記憶の
限り」問題で、楽しい会話になりました。（いこま） 

とき ６月３日（日）午前１０時 ～午後２時  ところ 大田スタジアム 

主催 NPO法人ジャパン ユニバーサルスポーツ・ネットワーク・おおたユニバーサル駅伝大会実行委員会 

 

７月 定例会 「Advocacy and Research Centre for Homelessness （ARCH）の活

動報告〜『東京ストリートカウント（市民参加型・夜間路上ホームレス人口調査）』

を通じて広めたいポジティブなレガシー〜」 

 

障害のある人同士の結婚&～知的障害のある人たちの暮らしから 

                    〈おおた社会福祉士会 後援〉 

 
 

  

 

 

【旧住所】〒146-0082 東京都大田区池上７－１３－１４ 

電話・FAX ０３－６４１０－６０５１ 

【新住所】〒143-0021 東京都大田区北馬込２－２７－１１ 

電話・FAX ０３－３７７４－２９５５ 

とき ５月１４日（月）午後１時３０分～３時３０分    ところ MICSおおた 教室 

参加費 １,０００円   主催 福祉フォーラム城南 

とき ７月１８日（水）午後７時 ～８時３０分     ところ 大田区消費者生活センター２階 第６集会室 

講師 北畠 拓也 氏（ARCH共同代表）       参加費 ５００円（資料代） 

※定例会の後、有志により懇親会を開催します。 


