⽇本地域福祉学会第35回⼤会⾃由研究発表プログラム
【6⽉13⽇（⽇）午前】
第2分科会 制度・政策、権利擁護①

コメンテーター：中島 修

9:00-9:25

藤⾼

直之

⽴正⼤学 社会福祉学部 ⼦ども教育福祉学科

9:30-9:55

打座

茜⾳

宇都宮⼤学地域創成科学研究科社会デザイン科学専攻

10:00-10:25

梶原

秀晃

⼤阪市⽴⼤学⼤学院都市経営研究科

10:30-10:55

佐藤

雅⼦

11:00-11:25

中⽥

知⽣

司会 ：中田 知生

主任児童委員制度の制度的妥当性についての⼀考察

⼈⼝減少期の地⽅都市における⼦育て⽀援サービスに関する研究―保育環境の整
備に向けて―
⽣活困窮者⾃⽴⽀援における「供給の体系化」の⾃律性に関する考察 −国の地⽅
への関与の検討から−
不動産担保型⽣活資⾦の創設・発展経過にみられる制度転⽤とその考察 ―諸外
国、⽇本の⺠間プラン等との⽐較検証から―

北星学園⼤学

第3分科会 主体・提供組織①

北海道における地域包括⽀援センターの配置と⾼齢者の⽣活圏域―QGISを⽤いた
分析から―

コメンテーター：小野 達也

9:00-9:25

吉岡

洋⼦

関⻄⼤学社会学部

9:30-9:55

⽥代

久⼦

社会福祉法⼈⽔俣市社会福祉協議会

10:00-10:25

原⽥

利恵

国⽴⽔俣病総合研究センター

10:30-10:55

吉武

由彩

熊本⼤学⼤学院⼈⽂社会科学研究部

第3分科会 主体・提供組織③

司会 ：吉岡 洋子

困難を抱える⼦ども家庭への⽀援における⺠間の制度外活動と公⺠関係 ―NPO法
⼈Aによる⽀援実践の開拓プロセスを例として―
⽔俣市における地域福祉課題への取り組みの検証―⼩地域ネットワークから新し
い展開へ

⽔俣市におけるケアラー⽀援の課題―⽔俣市地域福祉ニーズ調査より

⺠⽣委員制度⽀援体制の現状 ―市町村⺠⽣委員児童委員協議会事務局調査の結果
から―

コメンテーター：澁谷 篤男

司会：北本 佳子

9:00-9:25

⼭下

順三

明治学院⼤学社会学部教養教育センター

社会福祉協議会の実践理論の変遷に関する⼀考察

9:30-9:55

飯島

ともえ

相模原市社会福祉協議会

地区社会福祉協議会の不確かさについての⼀考察

10:00-10:25

北本

佳⼦

昭和⼥⼦⼤学

10:30-10:55

松尾

彰

津⼭市社会福祉協議会

第4分科会 対象・対象者①

地域共⽣社会における地域のプラットフォームに関する研究ー都道府県社協の役
割・機能を中⼼にー

地域包括ケアシステム構築における地域ケア会議の仕組みと運営

コメンテーター：松端 克文

司会：佐藤 真澄

⾼齢者福祉施設にて外国⼈材を教育する担当者の有能感と指導⾏動の違いー東京

9:00-9:25

熊⾕

⼤輔

東京福祉⼤学社会福祉学部社会福祉学科

9:30-9:55

丸⼭

径世

株式会社ラ・ポール／早稲⽥⼤学⼈間科学部

TEM図による介護⽀援専⾨員の業務継続径路の可視化

10:00-10:25

久保⽥ 怜

⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科

市場化、地域化のなかの⾼齢者介護 ―「ウェルフェア・カルチャー」の視点から

10:30-10:55

中元

航平

⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科

11:00-11:25

佐藤

真澄

⼭⼝学芸⼤学教育学部教育学科

第6分科会 地域福祉の諸活動①

都と⻘森県の⽐較ー

軽度知的障害とされる若者の⼀般就労に関する⼀考察‐⼿帳(中⼼)主義の観点から
‐

就労継続⽀援B型事業利⽤者の⼀般就労への意欲向上プログラムの中間評価

コメンテーター：竹川 俊夫

司会：菅野 道生

中⼭間地域⽀援ボランティアに参加する学⽣の活動継続要因 ―SCAT法を⽤いたイ

9:00-9:25

川原

直也

岩⼿県⽴⼤学

9:30-9:55

菅野

道⽣

岩⼿県⽴⼤学社会福祉学部社会福祉学科

中⼭間地域における住⺠の⽣活⽀援ニーズ・シーズに関する意識と経験

10:00-10:25

渡邊

圭

東北学院⼤学地域連携センター

中⼭間地域における外部資源としてのボランティア活⽤に向けた調査研究

10:30-10:55

才津

旭弘

球磨郡公⽴多良⽊病院

過疎地域での多職種による地域福祉の実践

ンタビューデータの分析から―

第6分科会 地域福祉の諸活動③ 第9分科会 社会福祉施設・社会福祉法人①

コメンテーター：野尻 紀恵

司会：南 多恵子

9:00-9:25

伊藤

幸⼦

⼀般社団法⼈友愛

⼦ども⾷堂での相談所開設

9:30-9:55

佐藤

桃⼦

島根⼤学⼈間科学部

コロナ禍における⼦育て世帯への⾷糧⽀援の拡がり

10:00-10:25

松本

彩⽉

⾦城学院⼤学⼈間科学部コミュニティ福祉学科

10:30-10:55

奥村

昭

社会福祉法⼈六⼼会

11:00-11:25

南

多恵⼦

京都光華⼥⼦⼤学健康科学部医療福祉学科社会福祉専攻

妊娠期から多胎家庭を地域で⽀援する ーコロナ禍におけるあいち多胎ネットの
実践報告ー
社会福祉法⼈の「地域における公益的な取組」の実践的考察ー社会福祉法⼈六⼼
会の展開過程からー

第7分科会 地域福祉の方法②

住⺠と協働する社会福祉施設による地域アセスメント ―関係構築から地域ニーズ
把握の展開に着⽬した探索的検討―

コメンテーター：上野谷 加代子

司会：加川 充浩

総合相談拠点におけるインフォーマル利⽤・多職種連携⽀援の⽅法―地域包括⽀

9:00-9:25

加川

充浩

島根⼤学

9:30-9:55

榎本

涼⼦

⽂京区社会福祉協議会

コーディネーターの個⼈⽀援における直接⽀援と間接⽀援の意義

10:00-10:25

宮野

友理奈

⽂京区社会福祉協議会地域福祉推進係

新型コロナウイルス感染症が通いの場参加者に与えた影響について

10:30-10:55

古市

こずえ

社会福祉法⼈東海村社会福祉協議会

援センターにCSWを配置する総合相談拠点の実践事例より―

第10分科会 災害と地域福祉①

「多機関の協働による包括的⽀援体制構築事業」における相談⽀援包括化推進員
の役割に関する調査研究 −ソーシャルワーク機能に着⽬して―

コメンテーター：山本 克彦

9:00-9:25

⼩⽊曽 早苗

⽇本福祉⼤学 アジア福祉社会開発センター

9:30-9:55

平野

裕司

東北福祉⼤学⼤学院総合福祉学研究科

10:00-10:25

遅

⼒榕

同志社⼤学

10:30-10:55

岩満

賢次

岡⼭県⽴⼤学

司会：岩満 賢次

「⼩さな拠点」活⽤から⾒るコミュニティ再興と地域づくり

災害時ソーシャルワーク実践に関する⼀考察 -被災⾼齢者のソーシャル・サポート
ネットワークに焦点をあててコロナ禍におけるつながりの再⽣ ―新設された地域交流スペースの実践に基づい
て―
新型コロナウイルス感染症下における⼤学⽣の貧困問題 ―⼤学⽣へのWEBアン
ケート調査より―

【6⽉13⽇（⽇）午後】
第2分科会 制度・政策、権利擁護②

コメンテーター：永田 祐

司会：鵜沼 憲晴

13:30-13:55

住⽥

敦⼦

尾張東部権利擁護⽀援センター

NPO権利擁護⽀援センターによる⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業との連携の推進

14:00-14:25

⼭⼝

理恵⼦

福井県⽴⼤学看護福祉学部社会福祉学科

成年後⾒制度における中核機関の受任調整(マッチング)等の⽀援に対する検討

14:30-14:55

⼤沢

理尋

新潟中央法律事務所

「市⺠後⾒推進モデル」に基づく市町村の利⽤促進計画の検討

憲晴

皇學館⼤学現代⽇本社会学部

15:00-15:25

鵜沼

第3分科会 主体・提供組織②

社会福祉協議会による法⼈後⾒の意義 −対応困難ケースに対する関わりを通じて
−

コメンテーター：佐甲 学

司会：石井 祐理子

13:30-13:55

塚本

利幸

福井県⽴⼤学看護福祉学部社会福祉学科

ボランティア活動参加と基本属性

14:00-14:25

李

永喜

川崎医療福祉⼤学医療福祉学部医療福祉学科

地域住⺠の地域福祉活動に対する意識の変化

14:30-14:55

⽯井

祐理⼦

京都光華⼥⼦⼤学健康科学部医療福祉学科

15:00-15:25

吉⽥

守実

⼋⼾学院⼤学健康医療学部⼈間健康学科

⾼齢者の地域福祉活動への参加の仕組みの再考 ―「⾼齢活動者の声」からの検証
―
コロナ禍における北東北3県の地域福祉活動の現状

第4分科会 対象・対象者②

コメンテーター：加山 弾

司会：今井 慶宗

13:30-13:55

今井

慶宗

関⻄⼥⼦短期⼤学保育学科

戦傷病者相談員及び戦没者遺族相談員制度の研究

14:00-14:25

藤原

幸⼦

吉備国際⼤学保健医療福祉学部社会福祉学科

新聞の⾃殺報道に関する研究 ― 全国紙五紙の分析から ―

14:30-14:55

阿久津 俊

社会福祉法⼈東海村社会福祉協議会

15:00-15:25

桑原

全国社会福祉協議会

ソーシャルワークにおける外国⼈多⽂化ソーシャルワーカーの役割

15:30-15:55

チェリーアンジェラー未来

⼤阪⼤学⼈間科学研究科

在住外国⼈の中で特に弱い⽴場にある⼈々をどう⽀援するか

信⼈

第5分科会 地域福祉（活動）計画、運営管理 第8分科会 福祉教育・福祉文化

東海村社会福祉協議会におけるコロナ禍の取組みに関する有効性の検討-⽣活福祉
資⾦特例貸付申込者の傾向分析から-

コメンテーター：小林 良二

司会：藤井 博志

13:30-13:55

柏原

正尚

⽇本福祉⼤学健康科学部リハビリテーション学科介護学専攻 地域特性を考慮した地域包括⽀援センターの事業評価に向けた基礎的研究

14:00-14:25

⾼⽊

寛之

⼭梨県⽴⼤学⼈間福祉学部福祉コミュニティ学科

14:30-14:55

⼩林

茂

兵庫⼤学⽣涯福祉学部社会福祉学科

15:00-15:25

藤井

博志

関⻄学院⼤学⼈間福祉学部社会福祉学科

第6分科会 地域福祉の諸活動②

⼩地域福祉活動推進のための⽀援⽅法とその課題に関する研究
市町村地域福祉計画と社協の地域福祉活動（推進）計画が別⽴て策定の地⽅⾃治
体で⽣じる重層的な循環プロセスに関する⼀考察
地域づくりとの協働を重視した福祉⼈材等の研修プログラム開発の研究 ―重層的
⽀援体制整備に求められる⼈材育成を視野に―

コメンテーター：山本 美香

13:30-13:55

⽥中

聡⼦

県⽴広島⼤学保健福祉学部⼈間福祉学科

14:00-14:25

福永

宏⼦

⿅児島⼥⼦短期⼤学

14:30-14:55

⽥淵

章⼤

社会福祉法⼈ ⼤阪市社会福祉協議会

15:00-15:25

李

恩⼼

昭和⼥⼦⼤学⼈間社会学部福祉社会学科

第7分科会 地域福祉の方法①

通して―
住⺠の⼒を活⽤した「⽀えあいづくり」活動構築⽀援を考える ― ⿅児島県⼤島
郡与論町でワークショップを開催して―
コロナ禍での社会福祉協議会による⼿引きを活⽤した地域福祉活動の⽀援に関す
る実践研究
韓国における地域⾒守り活動に関する⼀考察 ―⾏政・福祉機関・⺠間企業へのヒ
アリング調査を通して―

コメンテーター：高橋 良太

13:30-13:55

野村

裕美

同志社⼤学社会学部社会福祉学科

14:00-14:25

浅野

芳明

社会福祉法⼈ 荒川区社会福祉協議会

14:30-14:55

奥⽥

佑⼦

⽇本福祉⼤学福祉政策評価センター

15:00-15:25

⿊須

依⼦

九州保健福祉⼤学社会福祉学部スポーツ健康福祉学科

15:30-15:55

久保

恵理⼦

⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科

第7分科会 地域福祉の方法③

司会：田中 聡子

⾼齢者が重視する社会資源と互助の発揮 ―移動⼿段と地域活動に着⽬した調査を

司会：野村 裕美

消防本部とソーシャルワーカーの連携・協働の意義 ―Lifeへの早期介⼊を⽬指し
た専⾨職相互の越境性の発揮に着⽬して―
⼦ども⽀援を⽬的としたネットワークにおけるボランティアセンターの役割 ―
「荒川⼦ども⽀援ネットワーク」の取り組みから −
ひきこもり等の⽀援における多機関協働・資源開発にむけた ⽀援機関の役割に関
する研究 ―奈良市若者サポートセンターの実践から―
ピアサポート活⽤事業実施における協議会運営モデルに関する考察ー精神障害者
地域移⾏･地域定着⽀援事業担当者に対するインタビュー結果よりー
在宅介護にみる「制度外」介護の動向に関する国際⽐較研究 ―⼤阪府内にみる在
宅介護の実態とサービス利⽤に関する調査ー

コメンテーター：忍 正人

司会：中田 雅美

13:30-13:55

福定

正城

⽇本福祉⼤学健康社会研究センター

世帯の社会的脆弱性尺度の地域福祉実践への応⽤に向けた短縮版の提案

14:00-14:25

野原

康弘

宇都宮⼤学地域デザインセンター

中⼭間地域集落における⾼齢者のパーソナルネットワークと健康状態の特徴

14:30-14:55

中⽥

雅美

北海道医療⼤学

15:00-15:25

早瀬

瑛

宝塚市社会福祉協議会

過疎地域におけるソーシャルワークの可能性 ー北海道Ａ町住⺠の「住み続けた
くない」に着⽬して−
専⾨職向け地域福祉研修の実践についてー5年間の活動評価ー

第10分科会 災害と地域福祉②

コメンテーター：宮城 孝

司会：一見 俊介

13:30-13:55

佐賀

雅宏

倉敷市社会福祉協議会

14:00-14:25

⻄尾

敦史

愛知東邦⼤学⼈間健康学部

14:30-14:55

古賀

和美

三芳町社会福祉協議会

寄付⾦を活⽤した柔軟な⽀援活動と緊急時のニーズへの即応の効果

15:00-15:25

⼀⾒

俊介

伊賀市社会福祉協議会

緊急時における寄付⾦を活⽤した柔軟な事業展開の可能性

被災者の声から⾒えてきた⽀援の⽅向性
⾃然災害遺構の現状とその存在意義―発⾒・創設から維持・管理へのプロセス、
主体、機能に着⽬して―

