
Ⅲ　事業日程一覧

１　宮崎県社会福祉協議会
※開催日、会場は全て予定。都合により変更される場合があります。

〔地域福祉部〕

　（生活支援課）
名　　　　称 開 催 時 期 会　　場

生活福祉資金貸付審査等運営委員会 随時 県福祉総合センター

市町村社協生活福祉資金担当職員事務説明会・事例検討会（県内４ブロック） 6月～7月 県福祉総合センター他

市町村社協巡回相談、意見交換会 随時 市町村社協

生活福祉資金償還指導 随時 市町村社協

（九州・全国の大会、研修、会議等）

都道府県社協　生活福祉資金部課長会議 4月予定 オンライン

都道府県社協　生活福祉資金部課長会議 5月19日 オンライン

生活福祉資金業務システム操作説明会 7月1～2日 全社協会議室

全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会 7月8～9日 全社協会議室

全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会 11月4～5日 全社協会議室

九州ブロック生活福祉資金担当職員研究協議会 8月下旬 長崎市

　（地域・ボランティア課）　＝ボランティアセンター＝

名　　　　称 開 催 時 期 会　　場

＜地域福祉関係＞

　地域福祉コーディネーター連絡会議 ８月～９月 県内２会場

　地域福祉コーディネータースキルアップ研修会 ８月～９月、２月 県内２会場、宮崎市

　包括的支援体制推進会議 ９月～１０月 宮崎市

　ブロック別社協職員研修会（社協連協と共催） 未定 未定

　みやざき地域見守り応援隊連絡会議 ２月 県福祉総合センター

　民生委員児童委員活動普及啓発セミナー 未定 Web

　民生委員児童委員活動一日体験 未定 宮崎市、都城市、延岡市

＜ボランティアセンター関係＞

　宮崎県ボランティアセンター事業検討委員会 １２月頃 県福祉総合センター

　福祉教育推進研修会 ７～８月 県内２カ所

　広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会 １１月頃 宮崎市

　みやざき交流集会　Branch Meeting ６月、未定 宮崎市、Web

　「みやざきボランティア体験月間」（ボランティア体験事業）の提唱 ７月～９月 県内全域

　災害支援リーダー育成事業 年３回程度 宮崎市

　社協ボランティアコーディネーター研修会 １月 宮崎市

　宮崎県総合防災訓練 １０月２４日 県北地域

　災害時の連携を考えるフォーラム（仮称） 未定 宮崎市

＜民生委員児童委員協議会＞

  物故民生委員児童委員合同追悼式 ５月１２日 県福祉総合センター

　市町村単位民生委員児童委員協議会会長研修会 ５月１２日 県福祉総合センター

　相談技法研修会＜互助共励事業＞ １月 宮崎市

　第８回宮崎県民生委員児童委員大会 ２月 宮崎市

＜市町村社協連絡協議会＞

　ブロック別社協職員研修会（県社協と共催） 未定 未定

＜市町村ボランティア連絡協議会＞

　総会及び研修会 ５月２９日 県福祉総合センター

　ブロック別役員会議 未定 諸塚村、高鍋町、小林市

　ブロック別研修会 未定 五ヶ瀬町、川南町、都城市

【九州・全国の大会、研修、会議等（全社協関連除く）】

　第１回九社連地域福祉委員会 ４月２３日 沖縄県（Web）

　九州各県・指定都市社協業務部課長会議 ４月下旬 沖縄県（Web）

　九州ブロック民生委員・児童委員関係事業会議 ９月下旬 熊本県熊本市

　第２回九社連地域福祉委員会 未定 佐賀県

　九州ブロック地域福祉研究会議 未定 佐賀県

　日本地域福祉学会第３５回大会 ６月１２日～１３日 愛知県東海市

　日本福祉教育・ボランティア学習学会 未定 未定



　（施設支援課）
名　　　　称 開 催 時 期 会　　場

＜みやざき安心セーフティネット事業関係＞

　みやざき安心セーフティネット事業基金運営委員会 ７月、２月 宮崎市

　相談員研修会　基礎編 ７月 宮崎市

　相談員研修会　応用編 １１月 県北、県央

＜社会福祉法人経営者協議会＞

　社会福祉法人経営セミナーⅠ ５月 宮崎市

　社会福祉法人経営セミナーⅡ ２月 宮崎市

　全国経営協との共催セミナー（２回） 未定 宮崎市

　経営青年会経営支援セミナー ９月 宮崎市

＜老人福祉サービス協議会＞

　県老人福祉サービス研究大会 １１月 宮崎市

　養護老人ホーム役員研修 未定 宮崎市

　養護老人ホーム職員研修会 未定 宮崎市

　訪問介護研修会 未定 宮崎市

　通所介護研修会 未定 宮崎市

　ICT活用勉強会 未定 宮崎市

　介護リーダー研修会 未定 宮崎市

　軽費・ケアハウス　部会・施設長・職員研修会 未定 宮崎市

　老サ協セミナー 未定 宮崎市

＜障害者支援施設協議会＞

　職員研修会 １１月 宮崎市

　施設間交流研修 ８月～９月 延岡市・日向市・宮崎市等

＜社会就労センター協議会＞

　職員研修会Ⅰ ８月 宮崎市

　職員研修会Ⅱ １月 宮崎市

　施設長研修会 ３月 宮崎市

　ブロック別会議・研修会 未定 県内３ブロック

＜知的障害者施設協議会＞

　職員交流レクリエーション ６月～７月 宮崎市

　新任職員研修会 ６月～７月 宮崎市

　管理者向け研修 ９月～１１月 宮崎市

　成人施設親善球技大会 ９月 宮崎市

　児童施設親善球技大会 ９月 宮崎市

　成人施設交流レクリエーション ７月～１２月 未定

　合同研修会 ９月～１０月 宮崎市

＜児童福祉施設協議会＞

　宮崎県児童福祉施設球技大会（ソフトボール） １０月下旬（予定） 宮崎市

　宮崎県児童福祉施設球技大会（野球・バレーボール） ７月下旬～８月上旬 宮崎市

　児童福祉施設交流駅伝・持久走大会 １２月 宮崎市

　児童福祉施設職員合同研修会Ⅰ ９月（予定） 宮崎市

　児童福祉施設職員合同研修会Ⅱ ２月（予定） 宮崎市

　児童福祉施設職員研修会 １１月（予定） 宮崎市

＜地域包括･在宅介護支援センター協議会＞

　職員研修会 未定 宮崎市

　職員研修会Ⅱ 未定 宮崎市

　管理者向けセミナー ４月 宮崎市

　ブロック別研修会 未定 未定



名　　　　称 開 催 時 期 会　　場

【九州・全国の大会、研修、会議等（全社協関連除く）】

＜社会福祉法人経営者協議会＞

　全国経営者協議員総会 年３回（６月、９月、３月） 東京都ほか

　全国経営協九州ブロック会議 ７月～８月頃 福岡市

＜老人福祉サービス協議会＞

　九社連老人福祉施設協議会職員研究大会 WEB配信 長崎市

　九社連老人福祉施設協議会施設長研修会 ３月３日～４日（予定） 宮崎市

　九州ブロックカントリーミーティング 未定 熊本市

　九社連老人福祉施設協議会養護部会セミナー 未定 未定

　九社連老人福祉施設協議会軽費・ケアハウスセミナー 未定 未定

　九社連老人福祉施設協議会通所部会セミナー 未定 未定

　全国老人福祉施設大会 １１月２５日～２６日 山口県

　全国老人福祉施設研究会議 １月１３日～１４日 鹿児島市

＜障害者支援施設協議会＞

　九州身体障害児者施設研究大会 ９月１６日～１７日 宮崎市

　九州障害者支援施設研究大会 ２月２４日～２５日 鹿児島市

　九州障害者支援施設サービス提供職員研修会 １１月 熊本市

＜社会就労センター協議会＞

　九州社会就労センター（セルプ）研究大会 １１月１８日～１９日 鹿児島市

　全国ナイスハートバザール 未定 未定

＜知的障害者施設協議会＞

　九州地区各種別部会・合同研修会 未定 長崎県

　九州地区地域生活者交流会 未定 鹿児島県

　九州地区親善球技大会 １１月１２日～１３日 大分県

　九州地区知的障害関係施設長等研究大会 ９月 福岡県

　九州地区職員研修大会項目検討会 １１月 大分県

　全国知的障害施設長等会議 ５月１９日～２０日 神奈川県

　日中活動支援部会全国大会 １０月１４日～１５日 秋田県

　全国会長・事務局長会議 １０月 東京都

　全国支援スタッフ代表者会議 未定 未定

　全国部会協議会 未定 未定

　全国グループホーム等研修会 ８月 愛知県

　全国知的障害福祉関係職員研究大会 １月２７日～２８日 京都府

　全国生産活動・就労支援部会職員研修会 １０月 香川県

　全国リスクマネージャー養成研修会 １１月 東京都

　全国児童発達支援施設運営協議会 １２月 栃木県

　障害者支援施設部会全国大会 １１月１８日～１９日 北海道

　地域支援セミナー 未定 未定

　相談支援・就業支援セミナー 未定 未定

＜児童福祉施設協議会＞

　九州児童福祉施設職員研究大会 ６月２日～３日 沖縄県（Web配信）

　九州乳児院職員研究大会 未定 福岡県

　九州地区児童福祉施設球技大会 ８月１８日～２１日 佐賀県

　西日本児童養護施設職員セミナー ９月１４日～１６日 熊本県

＜地域包括･在宅介護支援センター協議会＞

　全国地域包括・在宅介護支援センター研究大会 １０月１３日～１４日 兵庫県

　九州ブロック地域包括･在宅介護支援センター協議会セミナー 未定 沖縄県


