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　　 社協を目指したきっかけ

坂本：社協を目指したきっかけを教えてくだ
さい。
薬師寺：学生時代の実習での経験や恩師の勧
めが大きいですね。実習では福祉事務所や重
度の知的障害がある方が利用する支援施設等
に行きました。僕は「生まれ育った場所が安
心・安全」と思い込んでいましたが、利用者
さんは自分が住んでいた地域から離れて暮ら
していた。「自分らしい暮らしをするためには、
どんな地域がいいのか」ということに引っ掛
かり、「地域」を考えるようになりました。
五十嵐：私は小学生の頃に仲の良かった友達
と同じ中学に進めなかったんです。その理由
が友達に障害があったことと知り、障害があ
ることで同じ学校に進めないということに疑
問を抱き、福祉に関心を持ちました。大学の
ゼミで地域福祉を学び、社協で実習しました。
自治体の会議に参加したり、ボランティア講
座のお手伝いをしたり、さまざまな経験をす
るなかで、そこの地域だけでは解決できない
困り事があったときに、県域の社協であれば
他の社協の参考事例を提示したり、皆で一緒
に問題を解決できるのではと考えて県社協を
目指しました。
坂本：私は学生時代の疑問がきっかけです。
法学部の刑事政策の講義で「人との関わりを
持とうとして万引きを繰り返す高齢者がいる」
と知りました。寂しさや孤立を解消できない
社会であることに疑問を感じ、法律からこぼ
れてしまった人たちを救う方法を考えたとき
に、社会保障の勉強から社協の存在を知って、
たどり着きました。
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神奈川県社協では、　職員約120名（R4.8　
県社協の仕事のようす、職場の雰囲気、

　「住民参加と様々な主体の協働による
 誰もが尊重され安心して生活できる地域づくりの推進」

１　 市町村社協、民生委員児童委員等との連携・協働による身近な地域での住民主体の支
え合い活動の推進

２　ボランティア・市民活動、当事者（セルフヘルプ）活動への支援
３　低所得世帯や生活困窮者等の生活再建や自立に向けた支援
４　高齢者や障害のある方の権利擁護、福祉サービスの利用支援の推進
５　 社会福祉施設・団体の経営・運営の支援、福祉サービスの質の向上に向けた活動への支援
６　 福祉・介護・保育人材の確保、専門性向上への育成研修や資格取得支援等による定着支援
７　福祉サービスに関する苦情解決事業

　神奈川県社会福祉協議会（以下、「神奈川県社協」）は、社会福祉法第
110 条に基づき設置された公共性の高い民間の団体（社会福祉法人）
です。県内の市町村社協、社会福祉団体や福祉施設、民生委員児童委員
等が会員として参加し、県・市町村行政等とも連携しながら、県全域を
対象に「地域福祉の推進」に取り組んでいます。

神奈川県社協の目指すこと

主な取り組み

Organizational  philosophy Introduction of  work and   

神奈川県社協の神奈川県社協が目指すこと

社協が取り組む「地域福祉の推進」とは
―地域の生活課題・福祉課題を皆が力を合わせて解決していく地域づくり―
　私たちが暮らす地域社会では、既存の制度・サービスだけでは解決し難い、さまざまな “生
活のしづらさ” が起きています。一人ひとりが直面している “生活のしづらさ” を地域全体
の課題として、地域を基盤に皆（多様な主体）が協力して解決していくことが「地域福祉」
です。社協は、さまざまな主体の取り組みを「支える、つなぐ、広げる、掘り起こす、働き
かける、高める、伝える」といった役割を担い、一人ひとりの生活を地域で
支えることと、一人ひとりを支える地域を創ることを、住民や公私の福祉
関係者とともに協力して進めています。

1



　　 “県社協らしい仕事” とは

坂本：印象に残っている仕事はありますか？
薬師寺：入職して配属された部署は市町村社
協の方々と一緒に仕事をすることが多くあり
ました。市町村社協の地域福祉活動計画の策
定に関わる機会に恵まれて、市町村社協と地
域住民の信頼関係の厚さを知り、地域の未来
を語り合う姿がそこにはありました。でも、
実際には悩みもたくさんあり、県社協には市
町村社協の計画担当者が集まる場があって、
いつも皆が相談し合っていた。そういうお互
いの生きた情報を持ち帰られる場をつくれる
のが県社協なんだと教えてもらえたことが印
象に残っています。
五十嵐：私は「県民児協だより」という広報
誌に、初めて自分で企画した「民生委員さんの
やりがいを伝える」という記事で県内各地の民
生委員さんを取材したことです。記事をまとめ
ることに苦労しながら、民生委員さんや先輩職
員と意見交換して作り上げました。皆さんの手
元に届いて「よかったよ」と言われて「想いを
カタチにする面白さ」に気づきました。
薬師寺：出会った方たちの声を聴いて受け止
めて、まとめて発信するときは、出会った方
たちと一緒に、そのプロセスをどう大事にで
きるかっていつも考えています。こういうプ
ロセス全体が県社協らしい仕事の仕方かなっ
て思います。
五十嵐：県社協では直接支援の仕事は少なく
て、想像以上に関係者の声を聴いてまとめて
言葉にして伝えるということが多く、最初は
ギャップを感じていました。今はそれが県社
協らしいと思いながら仕事を進めています。
坂本：自分の考えも伝えていけるような前の

めりの姿勢でないと、なかなか得られない「声」
がありますよね。県社協だからつくれる場が
あるし、そこでの声を分野や地域を超えて発
信できるのは県社協ならではですね。

　　  職場の雰囲気、大切にしたいこと

坂本：仕事を進めるうえで気を付けているこ
とはありますか？またどんな後輩と仕事をし
たいと思いますか？
五十嵐：私は素直な気持ちで仕事を進めるよ
うに気を付けています。一緒に仕事をする仲
間にもピュアな気持ちを大切にしてほしいで
す。感じたことを素直に受け取って、疑問に
思ったことは聞いてほしいですね。
坂本：疑問をそのままにしないことは大切で
すよね。もちろん自分で調べることも大切で
すが、認識の違いがあると大きなミスにつな
がってしまう場合もあるので、私も分からな
いことはそのままにせず聞くようにしていま
す。後輩が「聞きやすい雰囲気」をつくって
いきたいですね。
五十嵐：私自身、職場の雰囲気や人間関係に
不安を持ちながら入職しました。現在は定期
的なミーティング等で先輩職員からアドバス
をもらうことで、悩みを解消しています。小
さな疑問が積み重なると大きな不安につなが
ると思うので、日々解消できるような環境を
大切にしていきたいです。

　　 ワークライフバランス

坂本：ワークライフバランスはどうですか？
薬師寺：子どもの学校行事にも積極的に参加
できていますね。人の暮らしに関わっている
福祉業界だからこそ、一人ひとりのライフス
タイルを大事にしてくれていると感じます。

五十嵐：自分の裁量で仕事が進められて、色々
な調整は必要ですけど、スケジュール管理も
任せてもらえるので、働きやすいなと思いま
す。休日はコンサートに行ったりリフレッシュ
できています。

　　 県社協に関心を持ってくれた方へ

坂本：県社協に興味を持ってくれた方へのメッ
セージをお願いします。
まず私から。福祉って遠いようで身近にある
と思っています。自分が地域で暮らしていく
中での疑問や不満などの「小さな気づき」が
社協の仕事に結びついているかもしれません。
福祉分野以外の方も仕事をしながら学べます
ので、「気づき」を大切に、一緒に仕事がで
きたらと思います。
五十嵐：福祉を難しく考えないでほしいなと
思います。私は仕事を恩返しのような気持ち
でしていて、これまで助けてもらったり、皆
さんから頂いた言葉や気持ちを、たくさんの
方につなげていきたいと思っています。自分
や家族、地域の方の暮らしが少しでも良くな
るといいなという気持ちを持って、一緒にで
きることを考えていきましょう。
薬師寺：一人の人が自分らしく地域で生きら
れるように、一番近くで支えている人たちが
いて、さらにその人たちを支えるという仕事
に魅力を感じてもらえたらと思います。「組
織を支える」「支援している人を支える」「寄
付の受け皿を育てることで支える」など、色々
な支え方がある仕事です。仕事を通して自分
の暮らし方を見つめ、視野を広げることもで
きるので、分野や地域を超えた色々な人たち
との出会いを楽しみに、一緒に働く仲間になっ
てくれたら嬉しいです。

現在）が働いています。
オンオフのきりかえなど、20代～30代の職員がさまざまな角度から紹介します。

坂本里香（総務課）
H30年度入職

五十嵐有沙（地域課）
H31年度入職

薬師寺朴（企画課）
H19年度入職

 workspace

仕事、職場の紹介
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Message from Senior Staff

全社協、市町村社協とも違う、県域
ならではの仕事ができるのが県社協で
す。歴史ゆえの古さを感じるところも
ありますが、その分伸びしろもあると
言えるかなと思います。

H19年度
入職

社会福祉団体・
施設支援部門

福祉研修
センター　

地域・
ボランティア部門

福祉人材
センター

民生委員
活動支援
（県民児協） 現 在

ガッツを身につけた2年目！
入職 2 年目に、先輩が全員異動になりまし
た。研修を必死で企画・運営する中で、講
師を担ってくれる外部の方の力に支えられて
いること、部所が違っても声をかけてくれる
先輩がいることが本当に身に沁みました。
この時に多少のことでは折れないガッツを身
に付けました。また、理想像となる先輩職
員や外部の信頼できる方との縁が生まれ、
この関係性は今の自分の軸や基盤を作って
いると思います。

民生委員児童委員と地域づくり！
県の民生委員児童委員協議会の事務局とし
て、県下の民生委員児童委員対象の研修会
の実施や、協議の場づくりに携わっています。
民生委員児童委員はボランティア精神で活
動されており、24時間、相談があれば親身
になって対応されています。民生委員児童
委員の方々が活動しやすいように、共によ
り良い地域を目指していくために一緒に検討
を重ねています。

SHG支援から多様性の意味の深さを学ぶ
神奈川県社協の特徴ともいえるセルフヘル
プ・グループ活動の支援は、グループの方
と一緒に事業を考え、創ることのできる事
業で、これまででもやりがいを感じられた仕
事の一つです。本当に多様なグループの活
動や在り方を知り、多角的な視野の大切さ、
「多様性」の意味の深さを教わりました。
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小 林　幸 子 （地域課）
H19年度入職

職員数は100～120名ほどですが、実に多くの関係機関・団体とのネッ

トワークの中で事業を進めています。色々な方 と々の関係が広がる

こと、全国の社協とのネットワークがあることは社協ならではの強

みであり、魅力であるといえます。同じ目標・志をもって活動して

いる仲間が全国にいるということを経験を積む中で実感するように

なり、辛いときや行き詰ったときに「自分も頑張ろう」と思えるモ

チベーションにもつながっています。

Message
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私のように転職を考えていて、本会に
興味を持たれた方には、ぜひ採用試
験にエントリーしていただきたいです。
前職の経験や知識が活かせる場があ
ります。いつか皆さんと一緒に働ける
ことを楽しみにしています。

県社協の仕事は、だれか一人でも幸
せになる姿を想像し、その誰かを直
接支える福祉関係者等の思いを感じ、
その思いを支える仕事だと思っていま
す。自分がした仕事が役に立っている
と思えると嬉しいし、そのようになる
ことを目標に行う仕事は楽しいです。

H21年度
入職

社会福祉団体・
施設支援部門

総務部門

企画部門

福祉人材
センター 現 在

県域の仕事の醍醐味を体感！
1 年目に担当した「かながわ高齢者福祉研
究大会」の特徴の一つは、高齢者福祉の現
場で働く従事者自らが準備を重ね、大会を
つくり上げること。県全域からメンバーが集
い、半年以上の時間をかけて活発な議論・
検討を重ねていきます。その過程に事務局
として一緒に関わり、県社協という広域の
団体で仕事をする醍醐味を体感することが
できました。このときにつながった現場の方
や先輩職員との思い出と関係性は今も大切
な財産です。

福祉・介護人材にかかる情報を発信！
現在は、主に「神奈川県介護人材確保対策
推進会議」「資格取得・就労支援のための
貸付」を担当しています。「かながわの介護・
福祉 －介護福祉・社会福祉のポータルサイ
ト」というサイトも運営しており、現場で活
躍する職員へのインタビュー記事、介護現
場の仕事の紹介、県・市町村の施策情報な
ど、さまざまな情報を発信しています。

課題に挑み成し遂げた達成感！
総務課では主に経理用務と法人運営用務を
担当しました。どちらも大きな制度変更の
節目にあたり、当時は怒涛の日々でしたが、
何とかやり遂げようと自分を鼓舞する中で、
高揚感、充実感もありました。今となっては、
自分でも頑張れたと思える仕事の一つです。
当時の経験を通して得た知識は、今も直接
的に業務に生かすことができています。

H21年度
入職

社会福祉団体・
施設支援部門、
ライフサポート
生活困窮者支援
部門

福祉研修
センター　

民生委員
活動支援
（県民児協）

福祉研修
センター 現 在

1 年目から企画にチャレンジ！
「スーパービジョン研修」を立ち上げました。
新人でもゼロから企画させてもらえました。
複数の講師をマッチングし、“化学反応” が
起きた時や、当時の受講生が現在講師を担っ
ていることは嬉しく思います。県社協で先輩
たちが積み上げてきた「職場内研修担当者
研修」のノウハウを冊子としてまとめた経験
は、少しだけ自信につながりました。

新規プロジェクトを始めます！
介護支援専門員法定研修の企画・運営をし
ています。企画プロジェクトでは、現場のリ
アルな実情に触れ、業界や専門職のあり方
について考えさせられます。研修は、単に
学びの場として成り立つだけでなく、受講
者同士、または講師・ファシリテーターと
受講者とのつながりが育まれるところに喜
びを感じます。新規プロジェクトを開始する
予定で、現場の声に耳を傾けて、真摯に取
り組んでいきたいと思っています。楽しみです。

生活困窮者支援のしくみの立ち上げ
ライフサポート事業の立上げは、少なくない
ハレーションがあり苦労が多かったです。福
祉施設の職員（CSW）と一緒に地域の生活
困難者の自宅を訪問し相談支援をし、生活
困難者の孤独感や寂しさ・苦しさに触れ、社
会の光と影を見た気がしました。その経験と
見えた課題を研修会や委員会でフィードバッ
クし、実践知として共有し、積み上げること
で事業の新たな価値を生み出すことが自分の
役割の一つとして考えていました。 一人で抱
えてパンクしそうになったときに上司から「一
人で仕事しているのではない。できないこと
は他の職員に相談して頼って任せること。あ
なたにはチーム全体を見てほしい」と指導さ
れたことは、私の働くスタンスの源に
なっています。

志 田　淳 一 井藤　小夜香（福祉人材センター）
H21年度入職

（福祉研修センター）
H21年度入職

いろいろな人の意見を形にして多くの人に伝えたり、想いを同じく
する福祉関係者とともに課題に向き合う仕事に、楽しさを感じます。
地域社会やそこに暮らす人々のより良い暮らしのために、課題を
共有する人たちとともに、機会をつくり、仕組みをつくり、つなが
りをつくる仕事は、私にとってのやりがいです。
さまざまな福祉関係者等とのつながりの中で、多様な価値観に触れ、
対話を重ね、課題や困難を乗り越えてきた経験は、視野を広げ、
視座が高くなり、自分自身の成長につながっていると思います。こ
んな県社協の仕事に関心を寄せてくれたら嬉しいです。

今でも、前職で携わった障害者グループホームの関係者や入居者を
思い返すことがあります。目の前の仕事が、福祉に携わる方々やそ
の先にいる支援対象者、県民につながっていくことをイメージしなが
ら、丁寧な仕事をしていきたいと考えています。
県社協では仕事を通して多様な立場の方 と々つながり、さまざまな価値
観を知り、知識や情報を深め、広げていくことができます。これは、仕事
に生かせることはもちろんですが、自分自身の生活、先の人生にも応用で
きることが多いと感じています。

M Message essage

4



Staff  Interviews

髙 原　奈津希
（権利擁護推進課）R 2年度入職

社協は多くの可能性で溢れているところ
だと思います。一緒に働ける日を楽しみ
にしています！

●担当業務と一日のスケジュール
　身寄りのない方や、高齢や障がい等により判断能力が不十分な方が、地域で安心して暮らすことができるよう地域の権
利擁護の支援体制づくりの推進を目的に、権利擁護事業、日常生活自立支援事業や成年後見推進事業を担当しています。

●仕事のおもしろさ、やりがい
　身元保証・終活に関する事業では、狭間の課題に対して新たなしくみづくりに取り組んでいる市町村社協の支援に
携わっています。新しいことを始めることは簡単ではありませんが、何度も打合せやヒアリングを行い、自分たちの地
域に合う方法について検討を重ねていくことにやりがいや楽しさを感じています。

●県社協に就職（転職）しようと思ったきっかけとこれからの目標
　祖母が認知症になっても近隣の方々が変わらずに接している姿に、地域のつながりやお互いに支えあって生きること
の大切さを感じました。「認知症だから」といったことは関係なく「ひとりの人間として地域で生きていく」。そんな地
域を目指したいと考え、県社協に就職しました。大学時代に、社協は制度と制度の狭間の方、一人ひとりに向き合う
ことができることが強みでありおもしろさだと学びました。入職 3年目になって少しずつそのように感じることが増え、
一見同じような事例でもその方が生きてきた背景や置かれている状況に着目すると全く同じといったことはなく、「その
方自身」と向き合うことの大切さを日々感じています。

●担当業務と一日のスケジュール
　児童福祉施設協議会と老人福祉施設協議会を担当しています。協議会では各分野で抱えている課題や政策に関する
提言の検討等を行っています。また、「かながわ高齢者福祉研究大会」の担当として、高齢者福祉に関わる施設・事
業所職員の研究・実践発表の場の企画・調整等を行っています。

●「会員」組織の社協の強み
　種別協議会では施設単独では対応できない共通課題等の解決に向けて、課題別プロジェクトや調査などの取り組み
をしています。会員施設が集まり、主体となって検討・発信していくことにより解決に向けた力が大きくなることを実感
します。県社協の強みは県全域の福祉施設等が会員となって組織していることだと改めて感じています。

●県社協に就職（転職）しようと思ったきっかけとこれからの目標
　以前は医療ソーシャルワーカーをしていました。支援者がさまざまな福祉制度や日々変わりゆく福祉課題に目を向け
ることが、支援を必要としている方々への関わり方に大きく影響していると感じ、支援を必要とする人だけでなく、支
援者に対しての支援にも携わりたいと思ったことが社協入職のきっかけです。“安心して生活できる地域社会に” とい
う思いをベースに、さまざまな経験・価値観を持つ職員が集まることで県社協の強みが活かせると思っています。

加 藤　夕 貴
（福祉サービス推進課）R 2年度入職

　県社協の仕事はさまざまな視点が必要
だと感じます。皆さんと一緒に仕事がで
きることを楽しみにしています！

神奈川県社協に関心をもってくださった皆さん、
一緒にこれからの “かながわの地域福祉” を進めていきましょう!!職員インタビュー

●担当業務と一日のスケジュール
　生活福祉資金貸付事業で主に償還（返済）業務の担当をしています。生活福祉資金の貸付は低所得者世帯等に対し、
資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、自立して安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。

●入職してみてのギャップ
　事務仕事の多さや独特の言い回し、文言にビックリしました。県社協内で完結するのではなく、県内の市町村社協
や法人、事業所と関わったり、仕事を創ったりしていくことが入職前に考えていたより多くあり、神奈川県の福祉業界
の仲間といった感覚で仕事をできるのは営業職で働いていたころには味わえなかった感覚です。

●県社協に就職（転職）しようと思ったきっかけとこれからの目標
　福祉の仕事は素晴らしい仕事だと思っていますが、前職で働いていた施設でも人材確保に苦戦していました。ひとつの
法人や施設ではできることも限られており、自分たちの法人や施設だけでなく、業界に人を呼び込むような仕事がしたい
と思ったこと。また、直接支援をしている人たちに横のつながりを作る機会を作りたいと考えていた時期に県社協の職員
募集がありました。将来的には福祉の仕事が「子どものなりたい職業第1位」となるよう、目標に掲げて頑張っています！

篠 田　順
（生活支援課）H30年度入職

　神奈川県の福祉のことを考えて、それ
を営利目的ではなく、仕事にできるのが
県社協です。興味を持った方はぜひ応募
してください！

8：30

始業 終業 筋トレ休憩メールチェック、電話対応
調査票作成等

債権管理事務、起案作成
弁護士等との連絡調整

17：15 オフタイム12：00 13：00

8：30

始業 終業休憩メールチェック、会議資料の作成
電話相談対応

課内打合せ、顧問弁護士とケース検討
相談記録作成

17：1512：00 13：00

8：30

始業 終業休憩
コーヒーブレイク

朝礼、メールチェック
打合せ、オンライン会議

資料づくり
電話照会対応

17：1512：00 13：00

出張
講師と企画打合せ
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昭和26年（1951年） 神奈川県社会福祉協議会設立
 （施設部会・民生委員部会・地域部会の 3部会で構成）
昭和27年（1952年） 神奈川県社会福祉協議会新発足
 神奈川区反町に「神奈川県社会福祉会館」を建設
昭和45年（1970年） 神奈川県立社会福祉会館（神奈川区沢渡）に事務局を移転
昭和52年（1977年） 「ともしび基金」を創設
 ※ともしび運動：「ともに生きる福祉のまちづくり』運動
昭和62年（1987年） 県社協基本計画（第 1次県社協活動推進計画）を策定
 （現在、第 8次計画）
令和 3年（2021年） 神奈川県社会福祉センターを開所
 事務局を移転

〔勤務地〕
○神奈川県社会福祉センター
　（横浜市神奈川区反町 3－17－ 2 ）
　最寄り駅：東急東横線「反町駅」下車　徒歩約 1分
○かながわ福祉推進センター
　（横浜市神奈川区鶴屋町 2－24－ 2 県民センター内）
　最寄り駅：JR等「横浜駅」下車（きた西口）　徒歩約 3分
　※上記の他、神奈川県内の事業所等に勤務する場合あり。
〔勤務時間〕
○原則は、 8時30分から17時15分まで。時差出勤制度あり。
　※令和 3年度の時間外勤務は 1人あたり平均月10時間程度。
○原則は、土曜、日曜、祝日、年末年始休み。
　 一部の事業所（かながわボランティアセンター）は年末年始を除き、交
代勤務制（週休 2日制）。

〔給与・諸手当〕
○基本給は規程により職歴等を勘案し、決定。
　（支給例：令和 4年度大卒者初任基本給月額：185,500円）
○ 条件により通勤手当、期末・勤勉手当（賞与）、住居手当、扶養手当、
時間外勤務手当等を支給します。この他退職手当金あり。

〔休暇制度〕
○年次有給休暇は、 4月採用で15日付与、次年から20日付与（年間）。
　 この他に夏季休暇、特別休暇（療養休暇等）、子の看護休暇、介護休
暇等あり。

〔社会保険〕
○健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入。
〔福利厚生〕
○神奈川県福利協会共済制度に加入。
〔職員研修制度〕
○ 正規職員の新採用者には「職場内研修」、市町村社協職員と合同での「市
町村社協新任職員研修」、福祉施設等職員と合同での「新任職員合同
交流・研修会」を行います。また、一人ずつに「チューター職員」を
配置し、仕事をするうえでの不安解消や職場の人間関係構築のサポート
体制を設けています。
○ 「職員研修計画」に基づき、職務経験に応じて新たな知識やスキルを習
得する「階層別研修」、特定のテーマ・課題別の「専門研修」を実施す
るほか、資格取得（社会福祉主事・社会福祉士）の支援を行っています。

The ideal  person for  staff

勤務地・就業時間・休暇制度・福利厚生・職員研修制度 等

事務局組織 沿　革

かながわ福祉サービス運営適正化委員会

総務企画部 総務課
企画課

地域福祉部 地域課

生活支援課

（かながわボランティアセンター）
（県民生委員児童委員協議会事務局）
（ほっとステーション横浜／小田原）

福祉サービス推進部 福祉サービス推進課（かながわ福祉サービス第三者評価推進機構）

権利擁護推進課 （かながわ成年後見推進センター）

かながわ福祉人材
研修センター

福祉研修センター
福祉人材センター （かながわ保育士・保育所支援センター）

（同事務局）

神奈川県社協が求める人材像

神奈川県社協を志望してくれる方に期待すること
　福祉の専門性を身に着けた方々が職員として県社協というフィールドで実践し、活躍されることを期待しますが、専門知識や技術は働きながら習得し、磨いていく
こともできます。本会の職員として働くことを志望してくれる方にまず期待することは、次のような基本的姿勢です。

１．社協の使命や組織理念を十分に理解し、その実現に向けて必要な業務を企画立案・実行する職員
２．公共性の高い組織で働くことの自覚を持ち、常に業務の必要性、効率、成果を検証し、改善していく意欲のある職員
３．人の生活のあり方や社会の変化に関心を持ち続け、主体的に学ぶ姿勢をもって自らの専門性を高める努力をする職員

　神奈川県社協では、自分と社会のつながりを見つめ、社協で働くことを通して “支え合う地域づくり” を進めて
いく仲間を求めています。

〔求める人材像－人材育成基本方針より〕

誰もが安心して
生活できる
地域づくりを
進めたい

という “意欲”

暮らしの不安に
寄り添える
“共感の心”

公共性の高い
仕事であることを
自覚して取り組む

“責任感”

さまざまな人と
関わり、聴く、話す
“対話する力”

自分自身の
成長を求め、
知ろう、学ぼう、
とする “主体性”

チームで
成果を出すために
周囲と協力して
仕事を進められる

“協調性”

［令和4年8月発行］
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社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会
〒221-0825　横浜市神奈川区反町 3 -17- 2 　神奈川県社会福祉センター

TEL：045-534-3791　FAX：045-312-6302
URL：http://www.knsyk.jp


