
 9:30～ 9:55 加川　充浩 福祉事務所創設準備期における公私関係をめぐる議論 179

 9:55～10:20 妻鹿ふみ子
「ボランティア終焉」後における支え合いの思想と実践
～コミュニタリアニズムとケア・居場所～

180

10:20～10:45 石井　洗二 福祉実践史の方法に関する試論 181

10:55～11:20 松山　毅 協働に関する思想史的研究－補完性原理を手がかりに 182

11:20～11:45 内田　塔子
大正～昭和戦中期の民間団体による子どもの育ちと子育て実態の把握と活動展開
―「大阪児童愛護連盟」機関誌『子供の世紀』を手がかかりとして―

183

13:00～13:25 松本真由美 地方精神保健福祉審議会における当事者委員の参加―その役割と意義― 184

13:25～13:50 大村　美保 障害者の社会的孤立とその対応に関する文献検討 185

13:50～14:15 高橋　健輔 市民後見活動の意義と展望～市民後見人へのヒアリング調査から～ 186

14:25～14:50 西田ちゆき 神奈川県下におけるNPO型法人後見の現状と課題 187

14:50～15:15 洪　　心璐
高齢者の居住と生活支援の接合に向けた課題と可能性
―大都市郊外地域におけるフィールドワークを通して―

188

 9:30～ 9:55 南　友二郎
地方自治体（職員）と住民との協働のシステム化に向けた促進要因
ブラジル・クリチバ市における現状の分析から

189

 9:55～10:20 松井　順子
松江市を事例とした配食サービス事業の現状と今後
－地域的課題に取り組む自治体と委託事業者－

190

10:20～10:45 石川久仁子 居住支援型社会的企業の可能性と課題～コミュニティの包摂性の観点から～ 191

10:55～11:20 斉藤　弥生
福祉ガバナンスとソーシャルワークに関する研究
－ドイツにおける生活困難事例解決のプロセスとその特徴－

192

11:20～11:45 川本健太郎
地域福祉における社会起業の意義と方法(その１)
－地域福祉が社会企業へ接近する意義について－

193

【第1分科会】理論・歴史　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：Ａ202

司会：石川久仁子　　コメンテーター：佐甲　学（全国社会福祉協議会）　　　　　　　　　　　　　　　

 司会：大村　美保　　コメンテーター：石渡　和実（東洋英和女学院大学）　　　　　　　　　　　　　

司会：妻鹿ふみ子　　コメンテーター：中野いく子（社会福祉研究所）　　　　　　　　　　　　　　

【第2分科会】制度・政策、権利擁護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：Ｃ301　 

【第3分科会①】主体・提供組織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会場：Ａ301



13:00～13:25 橋本　理
中山間地域における新しい地域づくりと連帯経済（１）
―地域振興と地域福祉の有機的な展開―

194

13:25～13:50 岩満　賢次
中山間地域における新しい地域づくりと連帯経済（2）
―社会福祉協議会による小地域ネットワーク活動の取り組みー

195

13:50～14:15 柴田　学
中山間地域における新しい地域づくりと連帯経済（３）
―益田市種地区における住民自治と地域振興の取り組み―

196

14:25～14:50 西田　恵子
コミュニティ福祉組織の日常と非日常の連続性　―北茨城市大津地区の福祉活動か
らの考察―

197

14:50～15:15 岩本　裕子
住民による配食サービスの実践の多様性についての考察 ―３つの事例の比較か
らー

198

15:15～15:40 桜井　政成 コミュニティワークとしての社会的企業：カナダ・オンタリオ州の事例から 199

 9:30～ 9:55 橋川　健祐 就労継続支援事業A型事業所と地域社会との関わりに関する研究 -Ⅰ- 200

 9:55～10:20 竹内　友章 就労継続支援事業A型事業所と地域社会との関わりに関する研究－Ⅱ－ 201

10:20～10:45 河島　京美
都市部社会福祉協議会職員の人材育成に関する一考察
～東京都城西地区ブロック社協管理職へのインタビュー分析から～

202

10:55～11:20 笈川　卓也
市区町村共同募金委員会の実態について（共同募金運動創設70年答申報告その
１）

203

11:20～11:45 高橋　良太
共同募金における運動性の喪失とその再生について
（共同募金運動創設70年答申報告～その２）

204

13:00～13:25 濱島　淑恵
小中学校におけるヤングケアラー支援の現状と課題の検討
－新潟県南魚沼市でのインタビュー調査結果より－

205

13:25～13:50 田中　聡子 ひとり親家庭の子どもの居場所事業に関する研究－A市の事例から- 206

13:50～14:15 平坂　義則
生活困窮者自立支援における地域を基盤とした相談支援と地域の支え合いづくりに
関する研究

207

14:25～14:50 岡崎　仁史
貧困者支援ボランティアに参加する路上生活経験者の路上脱却・社会統合過程に
ついての研究

208

14:50～15:15 後藤みゆき 地域住民ボランティアによる在宅終末期がん患者の心理的支援の可能性の検討 209

15:15～15:40 趙　　晤衍
福祉現場におけるアートプログラムの持つ新たな意義と課題に関する研究
－陶芸プログラム実証研究の試みを通して－

210

司会：田中聡子　　コメンテーター：三本松政之（立教大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：高橋　良太　　コメンテーター：渡辺　一城（天理大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【第3分科会③】主体・提供組織　　                                           会場：Ａ302　

【第4分科会】対象・対象者　　　　　                                           会場：Ｃ303

司会：西田　恵子　　コメンテーター：高野　和良（九州大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【第3分科会②】主体・提供組織　　　                                         会場：Ｃ302



 9:30～ 9:55 山下　順三
地域福祉と介護保険の融合における考察
－地域福祉計画と介護保険事業計画の関係性－

211

 9:55～10:20 大藪　元康 地域福祉計画・地域福祉活動計画策定における災害史の視点の必要性 212

10:20～10:45 明石　雅世
地域福祉活動計画の継続的推進を通した住民参画組織の持続可能性
－Ａ社会福祉協議会での取り組み事例から

213

10:55～11:20 大井智香子
小規模自治体において最小限保持すべき社会資源に関する一考察
－居住地に関わらず専門的福祉サービス利用を可能とするために－

214

11:20～11:45 金　　吾燮 介護保険者の地域包括ケアのマネジメントシステムに関する実証的分析 215

 9:30～ 9:55 松井　圭三 岡山市A 地区における地域協働学校の評価と課題 216

 9:55～10:20 杉岡　直人 生活支援サービスにおける地域食堂の位置づけ 217

10:20～10:45 菅野　道生 地方都市の市街地における住民の生活ニーズ・シーズ分析 218

10:55～11:20 上野山裕士
小地域福祉活動の展開を通じた新たなつながりの創出に関する研究
－中山間地域における実践事例を通して－

219

11:20～11:45 吉田　守実
民生児童委員活動における社会的ひきこもり支援に関する一考察
－民生児童委員による若者の意識の関する調査から－

220

13:00～13:25 福谷　理恵
米国カリフォルニア州と英国の障がい者と家族のための地域生活支援機関視察に
おける一考察

221

13:25～13:50 大西　　良
大学生による子どもの居場所づくり活動に関する研究
―大学の地域貢献として大学生が果たす役割と学生教育のあり方を中心に―

222

13:50～14:15 鈴木　大介
小地域活動における活動主体別にみた新たな人材の主体的な参画及び育成の視
点について

223

14:25～14:50 佐藤　桃子 社会的養護における拡大家族のエンパワメント－デンマークの事例より 224

14:50～15:15 小野　憲幸 ～震災の記憶の記録～　震災から視えてきた地域福祉の在り方 225

【第6分科会①】地域福祉の諸活動　　　                                     会場：Ｃ301

【第6分科会②】地域福祉の諸活動　　　　                                   会場：Ｃ304

司会：大西良　　コメンテーター：野口定久（日本福祉大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：杉岡直人　　コメンテーター：小松理佐子〈日本福祉大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：大藪元康　　コメンテーター：澤村有利生（山口県社会福祉協議会）　　　　　　　　　　　　　　

【第5分科会】地域福祉（活動）計画、運営管理　                            会場：Ａ401



 9:30～ 9:55 熊谷　大輔
福祉のイメージ転換と主体性の醸成におけるメカニズムについて
‐福祉イベント参加者に対する追跡調査を通しての検討‐

226

 9:55～10:20 塚本　利幸 アクティブシニアのボランティア活動参加と社会問題への関心 227

10:20～10:45 森　新太郎
学習と地域福祉実践による福祉意識や態度の醸成に関する研究−キーパーソンに
焦点をあてて−

228

10:55～11:20 孔　 英珠 地域の看取りと在宅ホスピスボランティア活動 229

11:20～11:45 趙　　美貞
地域高齢者におけるドルボムシステムの構築－韓国の大邱広域市達西区を中心に
して－

230

【第7分科会①】地域福祉の方法　　　                                        会場：Ｃ303

 9:30～ 9:55 長倉真寿美
居宅４サービス・３施設＋居住系サービス利用指数の保険者間格差の推移と居宅４
サービス利用指数「高」及び３施設＋居住系サービス利用指数「低」の保険者の地域
ケアシステムの特徴

231

 9:55～10:20 越智あゆみ 医療機関からの退院支援において患者の意思決定に影響を与える要因 232

10:20～10:45 高木　寛之 地域包括ケアシステム構築における地域福祉研究者の役割 233

10:55～11:20 岩間　伸之
「地域相互支援型自治体推進モデル」の構築に向けた「支え合い」に関する研究(１)
－「地域における『ご近所つきあい』に関する調査」の概要－

234

11:20～11:45 野村　恭代
「地域相互支援型自治体推進モデル」の構築に向けた「支え合い」に関する研究（2）
‐アンケート調査結果にみる「近所つきあい」に関する考察‐

235

 9:30～ 9:55 松本　昌宏
社会福祉協議会における支援困難ケースへの対応の記録化・分析方法に関する研
究(2)

236

 9:55～10:20 守屋　紀雄
地域福祉の推進と生活困窮者自立相談支援事業の展開
-堺市における自立相談支援事業の実際と「評価シート」の活用-

237

10:20～10:45 加山　弾
ＩＣＴを活用した高齢者への見守りシステムの構築に関する実践的研究
－A区のコミュニティ・カフェを拠点とするシステムの試行的導入－

238

10:55～11:20 大口　達也
高齢者へのケアに資する活動および組織・団体の情報の定量的な把握（その１）
―「コード・マトリックス法」による情報リストの開発と活用の可能性について―

239

11:20～11:45 大夛賀政昭
高齢者へのケアに資する活動および組織・団体の情報の定量的な把握（その２）
―市区町村社会福祉協議会を対象とした全国実態調査より―

240

【第6分科会③】地域福祉の諸活動　　　　                                   会場：Ｃ302

【第7分科会②】地域福祉の方法　　　　                                      会場：Ｃ304

司会：加山弾　　コメンテーター：藤井博志（神戸学院大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：岩間伸之　　コメンテーター：渋谷篤男（全国社会福祉協議会）　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：塚本利幸　　コメンテーター：朝倉美江（金城学院大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



13:00～13:25 小木曽早苗
中山間地における地域福祉拠点づくりによる戦略的な人材育成の方法
-高知県中土佐町の参与観察から

241

13:25～13:50 竹端　　寛
『「無理しない」地域福祉の学校』という挑戦
－コミュニティワークを見据えた人材育成の可能性－

242

13:50～14:15 浦田　　愛 民生委員・児童委員の地域福祉活動と地域福祉コーディネーターの役割 243

14:25～14:50 所　　正文
地域を基盤としたソーシャルワークを地域で取り組む研修プログラム　その①
－　企画の背景とプログラム開発　－

244

14:50～15:15 所　めぐみ
地域を基盤としたソーシャルワークを地域で取り組む研修プログラム　その②
－　試行的研修実施の評価から　－

245

15:15～15:40 渡辺　晴子
コミュニティワークにおけるナラティヴ・アプローチの可能性
－コミュニティワーク記録方法の開発に向けて－

246

13:00～13:25 高梨美代子 地域福祉実践主体を形成するコミュニティソーシャルワーク機能 247

13:25～13:50 岩崎　貴子 コミュニティソーシャルワークを展開するスキルとＳＳＴに関する一考察 248

13:50～14:15 奥野　淳子 コミュニティソーシャルワーク実践者養成研修10年間の成果と展望 249

14:25～14:50 軸丸　政代
コミュニティソーシャルワーカーの実践に向けた条件整備に関する検討(１)
―行政との協働による体制づくり―

250

14:50～15:15 山東　愛美
コミュニティソーシャルワーカーの実践に向けた条件整備に関する検討(２)
―事例からみた実践環境の検証―

251

15:15～15:40 小野　達也 増進型地域福祉の実践的展開に関する検討 252

 9:30～ 9:55 占部　尊士
専門職介在型テュートリアルモデルの導入における学びの効果（その2）
-専門職の立場からみた学びの内容を中心に-

253

 9:55～10:20 川島ゆり子
ソーシャルワーカーの連携プロセス検証をもとにした 包括的支援を推進する教材開
発の試み

254

10:20～10:45 新崎　国広
学校と地域の協働化を促進する教育支援人材の役割と意義
～「チーム学校」による教育実践と福祉実践の邂逅をめざして～

255

10:55～11:20 野尻　紀恵
スクールソーシャルワーカーとコミュニティソーシャルワーカーの学び合いによる連携
プロセス明確化の試み

256

司会：所めぐみ　　コメンテーター：青山登志夫（静岡福祉大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：川島ゆり子　　コメンテーター：松本すみ子　（東京国際大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　

司会：小野達也　　コメンテーター：田中英樹　（早稲田大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【第7分科会③】地域福祉の方法　　　                                        会場：Ａ301

【第7分科会④】地域福祉の方法　　　　                                      会場：Ａ302

【第8分科会①】福祉教育・福祉文化　　                                     会場：Ａ402



【第8分科会②】福祉教育・福祉文化　　　                                   会場：Ａ402

13:00～13:25 玉置　好徳 高度情報化社会における「地域福祉の主体形成」に関する研究 257

13:25～13:50 黒木　邦弘
共感的な社会関係の蓄積と新たな認知症高齢者観の創出に関する研究
～ソーシャルワーク実践の放送番組の内容分析～

258

13:50～14:15 川廷　宗之 マクロソーシャルワーク演習教材開発に関する研究 259

14:25～14:50 横地　　厚 社会福祉士実習プログラムのあり方－地域福祉型実習の視点から－ 260

14:50～15:15 大林由美子
相談援助実習における学生の地域福祉の学びに関する研究
―実習日誌の分析からー

261

13:00～13:25 千葉　忠道
福祉労働環境の現状をふまえた人材確保への一提言
～岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会アンケート調査結果から～

262

13:25～13:50 下村　美保
地域包括ケア推進と特別養護老人ホームの社会化
－山形県内の特別養護老人ホームの社会化の現状を通して－

263

13:50～14:15 菊地　月香 社会福祉法人における地域公益活動の展開と展望 264

14:25～14:50 関川　芳孝
社会福祉法人による地域公益的な取組について
‐大阪の社会貢献事業を中心として‐

265

14:50～15:15 大島　聡志
社会福祉法人の持つ力を効果的に発揮するために必要な環境整備に関する考察
～彩の国あんしんセーフティーネット事業を中心とした地域公益活動を通じて～

266

15:15～15:40 岩垣　穂大 所沢市における「地域交流室」の利用状況と課題 267

13:00～13:25 日田　剛 被災地での移動支援に見られるソーシャルワーク実践 268

13:25～13:50 佐藤　大介 福祉職の大地震発生時における参集に関する意識調査研究（１） 269

13:50～14:15 横山由香里
福祉職の大地震発生時における参集に関する意識調査研究（２）
―　施設が行う災害への備えと職員の参集意識との関連―

270

14:25～14:50 和気　康太
生活支援相談員の支援効果に関する一考察
－被災３県の社会福祉協議会への統計調査を通して－

271

14:50～15:15 都築　光一
東日本大震災被災地における災害派遣福祉チーム設立に向けた検討
－一般避難所への福祉支援対象者に対する支援活動のあり方－

272

15:15～15:40 川嶋　賢治 東日本大震災で被災した障害者施設職員のストレスとサポートに関する探索的検討 273

司会：都築　光一　　コメンテーター：大島隆代　（浦和大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【第10分科会】災害と地域福祉　　　                                          会場：Ａ202

司会：黒木邦弘　　コメンテーター：原田正樹　(日本福祉大学)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【第9分科会】社会福祉施設・社会福祉法人　　                             会場：Ａ401

司会：関川芳孝　　コメンテーター：松端克文　（桃山学院大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



岩本　義浩 274

村山　くみ 275

渡邊　　圭 276

駒ヶ嶺裕子 277

倉持　香苗 278

渡邉　浩文 279

渡辺　裕一 280

湯浅　敦之 281

加納　恵子 282
当事者コミュニティの権利擁護/セルフ・アドボカシー
―DPI女性障害者ネットワークの国連ロビー活動を素材に―

コミュニティカフェを利用する高齢者の生活状況と見守りニーズ(1)
―テキストマイニングによるカテゴリ生成の結果から―

コミュニティカフェを利用する高齢者の生活状況と見守りニーズ(2)
―テキストマイニングにより作成されたカテゴリ間の関連―

地域組織と「社会福祉法人の地域福祉貢献活動」の協働

限界集落における南海沖地震を想定した対策
－徳島県にある海岸沿いA集落における日常生活での工夫された避難訓練―

被災者の生活満足度の関連要因に関する研究―地域包括ケアシステムの構築へ向けて―

ソーシャルワーク専門職による被災地支援活動に関する研究
―東日本大震災後の宮城県内での職能団体の活動に焦点をあてて―

大学生の不登校要因に関する研究―不登校に関する意識調査から―

誰もが利用できる場所における「共に場を創る」アプローチの意義―記録分析からの考察―

【ポスター発表】　　                                                    　   　     会場：Ａ101


