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No.77910
2 0 1 5 特別号
社会福祉しずおか10月号は特別号として
県内の中学生の皆さんにもお届けします。

ふじのくに健康福祉キャンペーンを展開しています

福祉について考えよう
“暮らし・安心・支え合い”福祉のまちづくり県民運動

　皆さんは「県民福祉の日」を御存じですか？
　私たちの住む静岡県では、全国に先駆け、今から20年以上前の昭和63
年に、１月１日から数えて294日にあたる10月20日を「県民福祉の日」
としました。
　これは、「２９４（福祉／フクシ）」の語呂合わせに由来し、年に一度この日に
は、県民の皆さんに福祉について考えてもらおうというものです。制定当時
の斉藤滋与史県知事は、「県民の一人ひとりが福祉の意義を考え、行動し、人
間らしく豊かに生きることができる、福祉社会の実現に向かっていきましょ
う」と宣言し、物の豊かさだけでなく心の豊かさにあふれた福祉社会づくり
を訴えました。
　また、平成22年にはシンボルマークもできました。
このシンボルマークは、静岡の英文頭文字「Ｓ」をモチーフ
に、「富士山」と福祉のシンボル「ハート」を用いて「Ｓ」の文
字を描き、その中に手をつなぎ、笑顔で助け合い、福祉の
まちづくりに努力している人を表しています。「県民福祉の
日」が広く浸透し、他者へのやさしさと思いやりの心に
あふれた静岡県になるように願いが込められています。

　現在は、この「県民福祉の日」を中心に、誰もが安心して暮らすことのできる“共生・支え合い”による地域社会の実現
を目指して、“暮らし・安心・支え合い”福祉のまちづくり県民運動として、毎年様々な取組みを行っています。
　今年度は、その取組みの一環として、福祉に関心を持つきっかけとなるよう、健康福祉大会や絵画コンクール、啓発
用クリアファイルや福祉カレンダーの作成などを行います。また、啓発用シールを配布しています。配布を希望される方
は、静岡県社会福祉協議会（TEL０５４－２５４－５２２４）までお問い合わせください。

福祉のまちづくり県民
運動のシンボルマーク

【日　時】 平成2７年10月16日（金）午後１時～４時
【会　場】 静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ 大ホール「海」（静岡市駿河区池田79-4）
  ●講  演　テーマ「脳の健康、からだの健康」～いきいき長寿社会の実現に向けて～
  　講  師　養老　孟司　氏（東京大学名誉教授／医学博士）
  ●式  典　
  ●授産製品販売コーナー、福祉のまちづくり絵画コンクール入賞作品展示　ほか

平成2７年度　静岡県健康福祉大会のお知らせ



福祉の仕事人
インタビュー
福祉の仕事はふだんのくらしの
しあわせを支える仕事です！

②高校生の夏休みに近所の施設へボランティアとして伺わせて頂きま
した。そこで利用者様がリハビリに励む姿を目の当たりにし、自分に
出来ることがあれば…と感じ理学療法士を目指すことに決めました。
③患者様の体が少しでも良い方向に変わり、出来ることが増え、患者
様の笑顔がみられると、一緒に悩んだ分私達の喜びも大きいです。 
④「笑顔」で患者様に寄り添い、患者様やご家族と一緒に悩み考え、
喜びを分かち合っていくことも大事なことだと思っています。
⑤カメラ。 ⑥リハビリや理学療法士に興味のある方は、実際に病院
や施設に行き、理学療法士の仕事を見学してみるのも良いかもしれ
ないです。人と関わることが好きな方、人の役に立ちたいと思ってい
る方にとってもやりがいのある仕事だと思います。

理学療法士
医療法人社団 真養会
きせがわ病院（沼津市）

大村 美里 さん
①長泉町立長泉北中学校

②高校２年生の時の担任との出逢いと、自分が仮死状態で生まれた
ことを親から聞いたこと。
③自分が企画した事業を地域で行うことができること。思いが伝わら
ず、相手との関係が崩れたりしてしまうこと。
④笑顔が一番大事！！　⑤復刻されたスニーカー集め
⑥焼津市社会福祉協議会に勤め、仕事の大変さの中にも、様々な人と
出逢うことに楽しみを感じています。人に出逢い人に磨かれてこその
ふくし。これからを担う皆さんも、学生時代に様々な経験・体験を通
じてふくしの心（自らが進んで学び、あたたかい気持ちを養うこと）
を育てて、自分に合う仕事（進路）を見つけてもらいたいです。

社会福祉法人
焼津市社会福祉協議会（焼津市）

豊泉 和也 さん
①藤枝市立西益津中学校

社会福祉法人愛育会
小百合キンダーホーム

（静岡市葵区）

大塚 さとり さん
①静岡市立長田南中学校

［インタビューの内容］
①出身中学校

②福祉の進路に進んだ
　きっかけ
③今の仕事の
　やりがいと苦労  
④仕事の必須アイテム
⑤マイブーム
⑥読者へのメッセージ
※手に持っているボードには
「中学校時代の思い出・夢中
だったこと」が書かれています。

福 祉 の 仕 事 紹 介保育のしごと
保育所などの
児童福祉施設で、
子どもたちの保育
にあたります。
保育士

看護・保健・医療のしごと
看護師は病院のほか、
社会福祉施設、
在宅サービスの事業所で、
からだや心の悩みの回復を
お手伝いします。
看護師

介護(ケアワーク)のしごと

高齢者や障がいのある方の生活を
サポートします。
介護福祉士、介護職員、
訪問介護員、ケアワーカー 相談・援助・調整のしごと

一人ひとりの悩みを聞き、課題解決
に向けて計画をつくり実行します。
社会福祉士、
生活相談員、
ケアマネージャー、
生活支援員、
ボランティアコーディネーター

管理・運営のしごと

施設をまとめ運営・管理していく縁の
下のちからもち。　施設長・事務員

高齢者福祉施設
在宅高齢者のお宅

福祉事務所　社会福祉協議会

保育所　児童福祉施設

保育士

理学療法士

社協マン

社会福祉法人和松会
生活介護事業所ぴのほーぷ

（掛川市）

山本 涼子 さん
①菊川市立岳洋中学校

看護師

持ちが通じ、お互いの言いたいことが伝わり笑顔になった
時です。苦労は、仕事と家庭の両立です。保育園に通う2人
の子供がおり、毎日が嵐のようです。周りの職員がフォ
ローしてくれるので、大変ですが、がんばれます。
④ボールペン、メモ用紙、看護用のポケット辞典。利用者さ
んの様子や気になることがある時に、すぐにメモをしま
す。ポケット辞典は学生用の簡単なもので、気になる時に
すぐに調べます。　
⑤コンビニのスイーツ。一番はまっているのは、ファミリー
マートのシュークリーム。仮面ライダーも好きです。子ども
と一緒に観ていたら、私もはまってしまいました。
⑥私も中学生の頃はいろいろな経験をしてきました。人を
好きになったり、失恋したり、部活動に一生懸命になったり
…。中学生には、中学生の時にしか経験できないことがた
くさんあります。楽しいことばかりでなく、辛いことも。で
も、そんな経験があったから今の自分があると思います。
みなさんも、たくさんの経験をしてください。

②中学生の時、デイサービスへボランティアに行きました。
帰り際、おばあちゃんが私の手を握って、「ありがとう」と泣
いて喜んでくれ、その手の暖かさと笑顔が忘れられません
でした。こんな笑顔を見ることができる仕事って素敵だな
と思い福祉の道を志すことにしました。
③やりがいは、コミュニケーションがうまく取れない方と気

同じ職場の仲間たちと



②相手から言われる「ありがとう」がとても嬉しかったか
ら。中学生の時はみんなで誕生日サプライズをしていまし
た。
③子どもの成長を感じた時はとてもやりがいを感じます
が、その為には何をしてあげられるのか、常に考えていく
ことが大切だと思います。
④保育士はとにかく笑顔が大切。想像しているよりも体
力が必要ですから、たくさん食べたり、運動したりすると
良いですね。
⑤食べ歩き。地域のおいしい物やはやっている物を食べ、
元気をもらっています。
⑥みなさんもボランティア等、様々な体験をして、納得の
いく進路の選択ができるといいですね。

②中学生の頃、職場体験で介護施設を訪問させて頂いた事が強く思い
出に残っています。祖父がデイサービスへ行っていた事もあり、“介護”
が身近にありました。大学の就職活動中自分が“働く”という事を考えた
時には自然と介護職への道を歩みたいと考えていました。初めは慣れな
い環境に不安もありましたが、充実した研修制度や周りの職員方の熱い
心に感化され、介護職のたのしさを知る事ができました。　
③初めは、卵焼きを作るのでさえ苦労しましたが、味の好みや好きな料
理を伺い調理をしていくうちにレパートリーも増え、「あなたの作った煮
物おいしかったよ。」とお言葉を頂いた時には、努力してきたからこその
喜びを感じました。
④訪問中のトラブルや緊急時には、他の職員さんとすぐ連絡がとれるよ
う“携帯電話”を肌身離さず持っています。
⑤ドライブ。通勤に加え、利用者様のお宅への訪問でも車を使用するた
め、自然と運転が好きになり、休みの日には一人で海や山までドライブを
して、リフレッシュをしています。
⑥私達は、お年寄りの想いを大切にし、住み慣れたご自宅で生活を継続
できるようお手伝いをしています。皆さんには、お年寄りが笑顔で気持ち
良く過ごすための“訪問介護”という仕事がある事を知り、魅力を感じて
頂ければと思います。

②短大時代の恩師より、「静岡に新しく特養ができる予定で管理栄養士
を探しているらしいが挑戦してみないか」と声を掛けていただき、福祉
の道に入ることになりました。　
③開所当時は栄養士が１人で全て手探りで行っていて、体の小さなおば
あちゃんから体の大きな男性までいる中で栄養管理や食事形態を考える
ことは容易なことではありませんでした。入居者様の声を聞き、他の種の
職の方とも意見交換を行い、少しずつなでしこ苑の食事が良い方向へと
変わってきていると思います。「この間のおいしかったよ～」「これ前より
おいしくなったね」などと言ってもらえることも。より満足できる食事を提
供できるよう考えていくことが苦労でもあり、やりがいとなっています。
④メモ帳（入居者様からの意見、頼まれたこと、やらなければならないこと
を書き込むなんでも帳）電卓（カロリー計算、食数管理等にかかせません）
⑤クロスバイクでサイクリング
⑥“食べること”というのは生涯に渡って生活の基盤となります。高齢に
なって特に楽しみはないよ…という方にこそ、食事というものが、ただ体に
栄養を摂りこむのではなく、目で楽しみ、舌で楽しみ、生活の楽しみとなる
ようお手伝いしていく。それが私の仕事だと思っています。

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
静岡県済生会

特別養護老人ホーム
小鹿なでしこ苑（静岡市駿河区）

加藤 浩枝 さん
①掛川市立栄川中学校

株式会社まごころ介護サービス
まごころ介護サービス静岡西（静岡市葵区）

臼井 佐樹 さん
①藤枝市立西益津中学校

福 祉 の 仕 事 紹 介
看護・保健・医療のしごと
看護師は病院のほか、
社会福祉施設、
在宅サービスの事業所で、
からだや心の悩みの回復を
お手伝いします。
看護師

リハビリのしごと
福祉施設やリハビリ施設などでからだ
の機能に障がいのある方に対しからだ
の機能回復を図り、社会復帰を
サポートします。
理学療法士、作業療法士

相談・援助・調整のしごと
一人ひとりの悩みを聞き、課題解決
に向けて計画をつくり実行します。
社会福祉士、
生活相談員、
ケアマネージャー、
生活支援員、
ボランティアコーディネーター

病院 リハビリテーションセンター

福祉事務所　社会福祉協議会

栄養・調理のしごと
栄養士は、福祉施設、病院などで
利用者にあわせた栄養や食生活の
改善、アドバイス、
調理などを行います。
栄養士、
管理栄養士、
調理員
障がい児・者施設

ホームヘルパー

栄養士

持ちが通じ、お互いの言いたいことが伝わり笑顔になった
時です。苦労は、仕事と家庭の両立です。保育園に通う2人
の子供がおり、毎日が嵐のようです。周りの職員がフォ
ローしてくれるので、大変ですが、がんばれます。
④ボールペン、メモ用紙、看護用のポケット辞典。利用者さ
んの様子や気になることがある時に、すぐにメモをしま
す。ポケット辞典は学生用の簡単なもので、気になる時に
すぐに調べます。　
⑤コンビニのスイーツ。一番はまっているのは、ファミリー
マートのシュークリーム。仮面ライダーも好きです。子ども
と一緒に観ていたら、私もはまってしまいました。
⑥私も中学生の頃はいろいろな経験をしてきました。人を
好きになったり、失恋したり、部活動に一生懸命になったり
…。中学生には、中学生の時にしか経験できないことがた
くさんあります。楽しいことばかりでなく、辛いことも。で
も、そんな経験があったから今の自分があると思います。
みなさんも、たくさんの経験をしてください。

②中学生の時、デイサービスへボランティアに行きました。
帰り際、おばあちゃんが私の手を握って、「ありがとう」と泣
いて喜んでくれ、その手の暖かさと笑顔が忘れられません
でした。こんな笑顔を見ることができる仕事って素敵だな
と思い福祉の道を志すことにしました。
③やりがいは、コミュニケーションがうまく取れない方と気



静岡県社会福祉人材センター研修課主催の研修会のお知らせ
平成27年12月開催分をお知らせします。 ★ラクラク申込み『WEBサービス』（会員対象）を御利用ください！

→WEB サービスサイト http://www.shizuoka-wel.jp/member/training

◎最新の「研修開催の情報」を、電子メールで事業所様にお知らせします！
　kenshu@shizuoka-wel.jpに ①事業所名 ②事業所種別 ③電子メールアドレスを入力の上、件名「研修開催の情報 メール
送信希望」として送信してください。なお、2か月経過しても配信がない場合は、下記研修課まで御連絡ください。

◎福祉職員生涯研修（新任・中堅・指導的・施設長等運営管理職員の各研修）は、平成28年度からカリキュラムが変わります。
　詳しくは県社協ＨＰ http://www.shizuoka-wel.jp/training/post-3.php を御覧ください。
詳細は研修課までお問い合わせください。　問い合わせ先 ： 福祉人材部　研修課　電話 054-271-2174

研修NO. 研修名 開催日 会場 対象者 内容・講師

中堅職員研修Ⅱ4 12/10～11 中堅職員研修Ⅰを受講した方
職場における問題解決のプロセスと技法、利用者サービスの改善や業務
見直しの手法等の習得
講師：福祉職員生涯研修課程指導者

7

9

46

シズウエル

指導的職員研修Ⅱ 12/3～4 指導的職員研修Ⅰを受講した方
指導的職員に必要な部門組織活動の管理、リーダーシップの基本、職員
指導・育成の展開技法及び自己開発能力の習得
講師：福祉職員生涯研修課程指導者

シズウエル

施設長等運営管理職員
研修Ⅱ

12/14～15 施設長等運営管理職員研
修Ⅰを受講した方

施設長等の運営管理職員に必要とされる問題解決、課題形成、自己革新
の手法等の習得
講師：福祉職員生涯研修課程指導者

シズウエル

急変を見逃さないための
救急講座①②

①12/17
②12/18

社会福祉施設・介護保険事
業所に勤務する方

利用者の容体の変化を見逃さずに対応するために必要な知識の習得
講師：静岡済生会総合病院　救急看護認定看護師　川井　和枝　氏
※①と②は同じ内容です。

シズウエル

【新規】快適なシーティング
入門セミナー

12/2 社会福祉施設・介護保険事
業所に勤務する方

生活場面における正しい座り方の技術や拘縮予防の方法などを学ぶ
講師：有限会社　でく工房　取締役会長　光野　有次　氏シズウエル51


