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第1分科会 理論・歴史

9：00 - 9：25 山下　順三 明治学院大学
地域福祉実践からみた社会福祉協議会の存在意義についての一考察

－社会福祉協議会の必要性－

9：30 - 9：55 竹内　友章 東海大学
地域福祉領域における社会的企業研究の展開の考察

―文献レビューをとおした論点整理―

10：00 - 10：25 小野　達也 桃山学院大学 増進型地域福祉とは何か－増進型地域福祉の理論研究　その１－

10：30 - 10：55 朝倉　美江 金城学院大学
増進型地域福祉がつくる福祉文化－増進型地域福祉の理論研究　そ

の２－

第２分科会 制度・政策・権利擁護

9：00 - 9：25 末永　和也 日本福祉大学
重層的支援体制整備事業の展開と課題－知多半島5市5町を事例とし

て－

9：30 - 9：55 川崎　千枝
世田谷区社会福

祉協議会

権利擁護支援を促進する生活支援コーディネーターの役割に関する

研究－相談支援と参加・地域づくり支援の一体化への貢献から－

10：00 - 10：25 石原　千鶴 佛教大学
地域包括支援センター必置職種見直しの必要性－新しい総合事業の

政策評価にかかるインタビュー調査より－

10：30 - 10：55 仁科　伸子 熊本学園大学 地域から見た介護保険政策－その目的は達成されたか－

第3分科会① 主体・提供組織

9：00 - 9：25 吉田　守実 八戸学院大学
長引くコロナ禍で求められる社協体制の再構築－北東北における社

会福祉協議会活動の現状－

9：30 - 9：55 浦田　愛
文京区社会福祉

協議会

地域ニーズと行政ニーズを踏まえた事業形成における地域福祉コー

ディネーターの役割－文京区社会福祉協議会の事例分析－

10：00 - 10：25 森田　有佳莉
文京区社会福祉

協議会

コロナ禍での地域活動の変化・課題とスタッフの思いについて－文

京区社協地域福祉コーディネーターによるアンケート調査から－

10：30 - 10：55 高橋　良太
全国社会福祉協

議会

市区町村社会福祉協議会の財政課題－全社協「令和元年度市区町村

社会福祉協議会の財政状況」をもとに～

【午前】 ※各分科会毎に、すべての発表終了後に

約30分の総括討議を行います
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第3分科会② 主体・提供組織

9：00 - 9：25 合田　盛人
鈴鹿医療科学大

学
東御市社会福祉協議会の農福連携を取り入れた生活困窮者支援

9：30 - 9：55 太田　健一 日本福祉大学

多世代で構成されたまちづくりを目的とするＮＰＯの会員における

活動継続要因の検討―NPO法人Ａへのグループインタビュー調査か

ら―

10：00 - 10：25 柴田　学 関西学院大学 社会的連帯経済と増進型地域福祉との理論的な接合に関する一考察

10：30 - 10：55 塚本　利幸 福井県立大学
ボランティア活動参加の様態の検討－福井市で実施したアンケート

調査のデータ分析から－

第4分科会 対象・対象者

9：00 - 9：25 西田　朗子 東亜大学
手話通訳の機能と専門性-手話通訳者へのインタビュー調査からの考

察-

9：30 - 9：55 藤原　幸子
九州保健福祉大

学

新聞に掲載されたゲートキーパー関連記事の分析　ー 全国紙五紙の

分析から ー

10：00 - 10：25 富田　絢子 神戸女子大学 コロナ禍における家族介護者の現状と課題

10：30 - 10：55 佐藤　雅子
盛岡医療福祉ス

ポーツ専門学校

コロナ禍における地域の新たな課題への対応

―生活福祉資金貸付による生活困窮世帯のニーズ把握の可能性―

11：00 - 11：25 久保田　怜 大阪大学
要介護高齢者における住まいの選択と生活継続を阻める要因

―「サービス付き高齢者向け住宅」の利用を事例として―
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第5・6分科会 地域福祉（活動）計画・運営管理・地域福祉の諸活動

9：00 - 9：25 里中　真紀
伊賀市社会福祉

協議会

伊賀市社協における社会的インパクト志向の地域福祉活動計画策定

の過程・効果・課題に関する考察①　―社会的インパクト志向の活

動計画作成モデル（伊賀モデル）の策定手順―

9：30 - 9：55 一見　俊介
伊賀市社会福祉

協議会

伊賀市社協における社会的インパクト志向の地域福祉活動計画策定

の過程・効果・課題に関する考察➁　―作成から見えてきた効果と

課題―

10：00 - 10：25 菅野　道生 岩手県立大学

中山間地域における外部資源を活用した生活支援ニーズシーズの

マッチングシステム構築の実践

―中山間地域等直接支払制度の活用による効果の検証を中心に―

10：30 - 10：55 渡邊　圭 東北学院大学

中山間地域におけるボランティアニーズの類型化

―中山間地域でのボランティアワークキャンプにおけるニーズ分析

より（1）―

11：00 - 11：25 庄司　知恵子 岩手県立大学

ボランティアを「頼まない理由」にみるニーズ発出の条件

―中山間地域のボランティアワークキャンプにおけるニーズ分析よ

り（２）―

第6分科会 地域福祉の諸活動

9：00 - 9：25 高田　麗 法政大学大学院

中山間地域における介護予防プログラムとしての多世代型地域実践

活動

―介入研究によるアウトカム評価―

9：30 - 9：55 蘇　暁娜 法政大学大学院
中山間地域における高齢者の介護予防活動の課題に関する一考察

―A市B地区の高齢者へのインタビュー調査を通して―

10：00 - 10：25 福定　正城 日本福祉大学
高齢者が求めるオンライン・プログラムの開発

－愛知県阿久比町における質問紙調査より－
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第7分科会 地域福祉の方法

9：00 - 9：25 孫　心悦
同志社大学大学

院

中国上海市における社区居宅養老サービス供給の現状と課題に関す

る研究

―サービス供給のプロセスに焦点をあて―

9：30 - 9：55 鈴木　大介
大阪成蹊短期大

学
地域福祉援助実践におけるＡＲの活用の可能性について

10：00 - 10：25 西尾　敦史 愛知東邦大学

パパママたちのソーシャル・アクション

―保育・子育て「社会化」運動を対象としたコミュニティ介入モデ

ルにおける比較研究―

10：30 - 10：55 神山　裕美 大正大学
CSWスーパービジョンとシステム

―4×4×4モデルによる評価と考察―

第8分科会 福祉教育・福祉文化

9：00 - 9：25 伊井　勇

立命館大学大学

院社会学研究科

博士後期課程

子どもの「居場所」問題が浮上する社会背景の考察

―なぜ「居場所」が現代的な社会問題として定位したのか？―

9：30 - 9：55 小山　美代 兵庫県 児童家庭支援センターの活動について

10：00 - 10：25 大曲　睦恵
ルーテル学院大

学

コロナ禍における地域福祉活動の担い手養成

―地域福祉ファシリテーター養成講座のオンライン実施を通して―

10：30 - 10：55 北本　佳子 昭和女子大学

地域共生社会における介護未経験の高齢者人材等の確保・育成に関

する研究

―東北地方の中山間地域での取り組みから―

第10分科会 災害と地域福祉

9：00 - 9：25 勝又　健太 東洋大学大学院
コロナ禍における社会福祉協議会の実践に関する考察

 ― 豊島区民社会福祉協議会による特例貸付の事例をもとに―

9：30 - 9：55 金井　純子 徳島大学
新型コロナウィルス等の感染症に対する事業継続対策に関する事例

調査と社会実装

10：00 - 10：25 川島　ゆり子
日本福祉大学

社会福祉学部

コロナ禍における生活福祉資金特例貸付実績の分析から見えてきた

課題

―償還開始後のアフターフォローを見据えて―
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第２分科会 制度・政策・権利擁護

13：30 - 13：55 石川　久仁子
大坂人間科学大

学
増進型地域福祉と居住福祉から考えるWell-Being

14：00 - 14：25 奥田　佑子

日本福祉大学福

祉政策評価セン

ター

ひきこもり等の若者支援を基盤とした重層的支援体制整備事業への

展開に関する研究－奈良市若者サポートセンターの実践から－

14：30 - 14：55 井岡　仁志
ローカリズム・

ラボ

包括的支援体制整備における都道府県後方支援事業の在り方－広島

県地域共生社会実現のための地域の支え合いコーディネート機能強

化研修から－

15：00 - 15：25 平野　隆之 日本福祉大学
重層的支援体制整備事業の試行的評価活動の設計とその成果－主た

る8自治体との評価研究プロジェクトから－

第3分科会 主体・提供組織

13：30 - 13：55 横地　厚 関東学院大学

コロナ禍における地域福祉の推進とソーシャルワーク実践に関する

研究

-神奈川県共同募金会を事例として-

14：00 - 14：25 熊谷　大輔 昭和女子大学

住民と行政職員による「連携」や「協同」に対する認識の「差」―

中山間地域にて住民と行政職員が協同作業を実施する場合に必要な

視点―

14：30 - 14：55 飛田　和樹 大妻女子大学
民生委員の社会的つながりおよび所属地区と活動継続意欲の関連

― 首都圏大都市における定量・定性分析より ―

15：00 - 15：25 加川　充浩 島根大学

民生委員の「担い手不足」問題と市町村民生児童委員事務局の体

制・意識

―全国市町村民児協事務局アンケート調査より―

第6分科会 地域福祉の諸活動

13：30 - 13：55 早川　穂乃香 大正大学大学院
住民活動の開始・継続要因とその支援について

―葛飾区の住民主体活動に焦点を当てて―

14：00 - 14：25 松本　憲尚
堺市社会福祉協

議会
社会福祉協議会が子ども食堂の活動支援に関わる意義と価値の検証

14：30 - 14：55 田中　聡子 県立広島大学

子育て支援におけるフードパントリーの意義

―A市子どもの居場所事業団体へのグループインタビューを通して

―

【午後】 ※各分科会毎に、すべての発表終了後に

約30分の総括討議を行います
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第7分科会 地域福祉の方法

13：30 - 13：55 岡野　聡子 奈良学園大学
増進型地域福祉とプレイス・ベースド・アプローチ

―増進型地域福祉の方法研究　その１―

14：00 - 14：25 渡辺　晴子 広島国際大学
増進型地域福祉と地域包括ケアシステム

―増進型地域福祉の方法研究　その2―

14：30 - 14：55 所　正文

社会福祉法人

堺市社会福祉協

議会

地域共生社会の実現にむけた増進型地域福祉の推進

―専門職連携による地域や福祉にまだ関心のない層へのアプローチ

に関する一考察―

15：00 - 15：25 野村　裕美
同志社大学社会

学部

消防本部の救急隊員が参画する支援会議の意義

―愛知県豊田市消防本部における事例研究―

第9分科会 社会福祉施設・社会福祉法人

13：30 - 13：55 大洞　菜穗美 明治学院大学
社会福祉法人におけるICT等利活用の現状と課題

―担当者へのフォーカス・グループ・インタビューを通して―

14：00 - 14：25 早坂　聡久 東洋大学 ICT・介護ロボット導入状況と課題について

14：30 - 14：55 高杉　公人 新見公立大学
社会福祉法人の「地域における公益的な取組」を促進する資源マネ

ジメントに関する研究

15：00 - 15：25 南　多恵子
京都光華女子大

学

社会福祉施設と地域住民の協働による実践の成功要因

－KJ法を用いた分析－

第10分科会 災害と地域福祉

13：30 - 13：55 佐々木　美樹
岩手県社会福祉

協議会

生活支援相談員による東日本大震災被災者への世帯アセスメントの

取組

14：00 - 14：25 前田　佳宏 東日本国際大学
地域福祉活動におけるオンライン実施の特徴

―子どもを対象とした居場所活動を事例に―

14：30 - 14：55 中野　晋 徳島大学 ２回の浸水被害を受けた障害者福祉施設の災害対応




