
第１号議案 

令和元年（平成３１年）度事業報告 

総会・例会・役員会 
１）令和元年度定期総会 

■開催日  令和元年６月２日（日） （参加者 ６３名） 

■場 所  三重県立こころの医療センター 講堂 

■企 画  松阪ブロック  

■内  容  令和元年度定期総会 

グループワーク ～みんなで創るみんなの三重 P～ 

 

※同日、公益社団法人日本精神保健福祉士協会三重県支部総会開催 

 

 

 

２）例会 

〔第１回〕 

■開催日  令和元年１０月２７日(日) （参加者 ３１名） 

■場 所  総合心療センターひなが 多目的室 

■企 画  四日市ブロック  

■内  容  講演「事例検討とはひと味違うケースメソッドで学びの共同体を 

築いてみよう（共感力研修会）」 

        講師 同志社大学 社会福祉学部社会福祉学科 准教授 

                            野村 裕美 氏 

            

 

〔第２回〕 

■開催日  令和元年１２月１４日（土） （参加者 ５７名） 

■場 所  三重県立こころの医療センター 講堂 

■企 画  津ブロック（第７回 PSW 実践報告会実行委員会） 

■内  容  研修会「三重県精神保健福祉士協会実践報告会」 

      座長  伊賀市社会福祉協議会 寺田 浩和 氏 

発表者 南勢病院               山下 侑助 氏 

          就労移行支援事業所ヴェルチュ     廣田 直美 氏 

          鈴鹿厚生病院             有木 美須々 氏  

          社会福祉法人四季の里 GH 川島荘    山田 あかね 氏 

          三重県立子ども心身発達医療センター  高木 千恵 氏 

          第５５回 日本精神保健福祉士協会全国大会 プレ企画報告 

       

 

〔第３回〕 

■開催日  令和２年３月８日（日）  

■場 所  三重県立こころの医療センター 講堂 

■企 画  松阪ブロック 

■内  容  「ゲームで学ぼう災害対策」～P-HAG を通して～ 

三重県精神保健福祉士協会災害対策委員会 

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、中止 

 



３）役員会 

各例会開催日に実施（計４回実施） 

〔臨時役員会〕 

■開催日  平成３１年４月２３日（火） 

■場 所  アスト津３F ミーティングルーム B 

〔第１回〕 

■開催日  令和元年６月２日（日） 

■場 所  三重県立こころの医療センター 講堂 

〔第２回〕 

■開催日  令和元年１０月２７日(日)  

■場 所  総合心療センターひなが 多目的室 

〔第３回〕 

■開催日  令和元年１２月１４日（土） 

■場 所  三重県立こころの医療センター 講堂 

 

 

 

 

４）三役会（準備会） 

  各例会開催前月に実施（計４回実施） 

〔第１回〕 

■開催日  令和元年５月１４日（火） 

■場 所  アスト津３F 交流スペース 

〔第２回〕 

■開催日  令和元年９月４日(水)  

■場 所  アスト津３F 交流スペース 

〔第３回〕 

■開催日  令和元年１１月２７日（水） 

■場 所  アスト津３F 交流スペース 

〔第４回〕 

■開催日  令和２年２月２７日（木） 

■場 所  アスト津３F 交流スペース 

 

 

 

 

５）みえ精神科臨床研究会 

第８回みえ精神科臨床研究会世話人会    

■開催日 令和２年１月２６日（日） 

■場 所 鈴鹿医療科学大学 白子キャンパス４号館 

 

第６回みえ精神科臨床研究会    （参加者 35 人 内世話人 9人、講師 3人含む） 

■開催日 令和２年１月２６日（日） 

■場 所 鈴鹿医療科学大学 白子キャンパス４号館 

■内 容 講 演 「PSW の専門性とは？～多職種に発信！PSW は何をするひとか～」 

     座 長 鈴鹿厚生病院 齋藤 綾子 氏 

講 師 鈴鹿医療科学大学 冨田 千晶 氏 

   鈴鹿厚生病院 辻 宏明 氏 

    障がい者相談支援センターそういん 江浪 怜志 氏 

 



６）その他 

精神保健福祉基礎研修会 

■開催日 令和元年５月２３日（木）  

■場 所 三重県庁 講堂 

■主 催 三重県 

■共 催 三重県精神保健福祉士協会 

 

２０１９年ソーシャルワーカーデー記念 ソーシャルワーカー３団体合同企画  

■開催日 令和元年７月１５日（月）  

■場 所 アスト津 

■主 催 三重県社会福祉士会 

■共 催 三重県精神保健福祉士協会,三重県医療ソーシャルワーカー協会 

 

第５５回 日本精神保健福祉士協会全国大会  

第１８回 日本精神保健福祉士学会学術集会 

■開催日 令和元年８月３０日（金）～３１日（土）  

■場 所 名古屋国際会議場 

■主 催 愛知県精神保健福祉士協会 

■共 催 三重県精神保健福祉士協会,岐阜県精神保健福祉士協会 

 

基幹研修Ⅰ（社団法人日本精神保健福祉士協会 生涯研修制度）  

■開催日 令和元年１０月１３日（日）～１４日（月）  

■場 所 名古屋国際会議場 

■主 催 愛知県精神保健福祉士協会 

■共 催 三重県精神保健福祉士協会,岐阜県精神保健福祉士協会 

 

三県合同初任者研修会 

■開催日 令和元年１１月２３日（土） （参加者３３名内三重県会員 15 名非会員 2 名） 

■場 所 じばさん三重 ４階 視聴覚室 

■主 催 三重県精神保健福祉士協会 

■共 催 愛知県精神保健福祉士協会、岐阜県精神保健福祉士協会 

 

アセスメント研修会 

■開催日 令和２年２月１６日（日） （参加者 ２０名） 

■場 所 三重県立こころの医療センター 講堂 

■主 催 三重県精神保健福祉士協会 

■内 容 講演 「ストレングスモデルと 

コミュニティソーシャルワークを習得しよう！」 

     講師 桃山学院大学 社会福祉学部社会福祉学科 栄 セツコ 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７）災害対策委員会 

第１９回災害対策委員会 

■開催日 令和元年５月１１日（土） （参加者９名） 

■場 所 榊原病院 

 

第２０回災害対策委員会 

■開催日 令和元年８月１０日（土） （参加者８名） 

■場 所 榊原病院 

 

第２１回災害対策委員会 

■開催日 令和元年１１月１７日（日） （参加者１０名） 

■場 所 榊原病院 

 

第２２回災害対策委員会 

■開催日 令和２年１月１９日（日） （参加者８名） 

■場 所 榊原病院 

 

第２３回災害対策委員会 

■開催日 令和２年２月８日（土） （参加者８名） 

■場 所 榊原病院 

 

東海北陸ブロック災害対策連絡会 

■開催日 令和元年１２月１日（日） （参加者１９名 内三重県１名） 

■場 所 アクトシティ浜松 

 

 

８）若手部会 

第１回若手部会会議 

■開催日 令和元年８月３日（土） （参加者８名） 

■場 所 四日市市 

 

臨時若手部会会議 

■開催日 令和元年９月１４日（土） （参加者５名） 

■場 所 四日市市 

 

第２回若手部会会議 

■開催日 令和元年１１月３０日（土） （参加者８名） 

■場 所 四日市市 

 

第１回企画 

■開催日 令和元年１２月７日（土） （参加者１４名） 

■場 所 鈴鹿市 

 

臨時若手部会会議 

■開催日 令和２年１月１３日（月） （参加者２名） 

■場 所 鈴鹿市 

 

第３回若手部会会議 

■開催日 令和２年２月９日（日） （参加者４名） 

■場 所 四日市市 



 

９）ブロック活動   

■桑員ブロック 

開催日 令和元年６月５日 

内容  地域移行促進部会（前年度振り返り） 

    「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムチェックリスト」で 

グループワーク 

 

開催日 令和元年７月１６日 

内容  地域移行促進部会 

    精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関する研修会の報告を行い、 

取りまとめたチェックリストを参照し、圏域の精神障害にも対応した地域包括 

ケアシステムについて検討及び意見交換を実施 

 

開催日 令和元年９月２４日 

内容  地域移行促進部会 

事例検討「地域包括支援センターとそういんの協同ケース」 

     

開催日 令和元年１１月２９日 

内容  地域移行促進部会 

    グループワーク「圏域として行われている普及啓発は何か、また今後行っていく 

必要があると思われる普及啓発は何か」 

 

開催日 令和２年２月６日 

内容  地域移行促進部会 

３月に行う研修の打ち合わせ → 中止 

 

 

 

■四日市ブロック 

開催日 令和元年６月１９日１８：３０～   （参加者１８名） 

場所  総合心療センターひなが 

内容  事例検討会  事例提供者：プラウ細川氏 

 

開催日 令和元年８月７日１９：００～   （参加者１５名） 

場所  総合心療センターひなが 

内容  全国大会プレ企画リハーサル 

 

開催日 令和元年９月２０日１８：３０～   （参加者１１名） 

場所  総合心療センターひなが 

内容  事例検討会  事例提供者：川島荘山田氏 

 

開催日 令和２年２月１２日１８：３０～   （参加者１１名） 

場所  総合心療センターひなが 

内容  事例検討会  事例提供者：陽だまり池田氏 

 

 

 

 

 



■鈴鹿・亀山ブロック 

開催日 令和元年７月５日１８：３０～   （参加者１０名） 

場所  自立訓練施設 さんさん 

内容  会議  「今年度の支部活動について・研修担当者の選定など」 

 

開催日 令和元年１１月２９日１８：３０～   → 中止 

場所  鈴鹿市内 

内容  親睦会 

 

開催日 令和２年１月１７日１８：３０～   （参加者６名） 

場所  自立訓練施設 さんさん 

内容  会議「来年度の役員・委員会委員選出について」 

 

 

 

■津・伊賀ブロック 

開催日 令和２年２月１３日１８：３０～２１：００   （参加者５名） 

場所  コナズ珈琲 

内容  親睦会 

 

 

 

■松阪・伊勢ブロック 

開催日 令和元年５月１５日１８：００～   （参加者６名） 

場所  南勢病院 

内容  会議「総会準備・役員会報告」 

 

開催日 令和元年８月２８日１８：００～   （参加者１４名） 

場所  南勢病院 

内容  会議「役員会報告」 

    P-HAG 試行 

 

開催日 令和元年１１月２０日１８：００～   （参加者９名） 

場所  南勢病院 

内容  会議「役員会報告」 

    P-HAG 試行 

 

開催日 令和元年１２月１４日１８：００～   （参加者６名） 

場所  松阪市内 

内容  親睦会 

     

開催日 令和２年２月２６日１８：００～   → 中止 

場所  南勢病院 

内容  会議 


