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日本地域福祉学会第3６回大会（福岡大会） 

開催要項 
 

大会テーマ 
 

  

ポストコロナ時代に向けた地域福祉のあり方を探る 

 
大会趣旨 

 

  

新型コロナウイルスの感染拡大は長期化し、すでに3年目に入っています。この「コロナ禍」は社会を一変

させ、今後、感染拡大自体は一定の収束を見たとしても、それが社会に及ぼした影響は持続し、これまでとは

異なる社会が現出するのではないかと考えられています。 

 こうした状況の中、オンラインで開催された前回大会では、「コロナ禍で地域福祉は」をテーマに緊急企画シ

ンポジウムが開かれ、コロナ禍における地域福祉活動の現状と課題、with コロナに向けた取り組みなどが議

論されました。本大会では、こうした企図を継承しつつ、コロナ禍の中で地域福祉が直面している課題を多角

的に検討し、ポストコロナ時代に向けた地域福祉のあり方を探っていきたいと考えます。 

 地域福祉では深刻化する「社会的孤立」の問題に対応すべく、地域のつながりづくりが進められてきました。

しかし、こうした活動はコロナ禍の中で停滞を余儀なくされました。新たなつながりの形を模索しながら、ポ

ストコロナ時代に向けてどのように地域福祉活動を再構築していけばよいのでしょうか。また、コロナ禍によ

って、これまでにない幅広い社会層が深刻な生活危機に陥りました。社会福祉協議会は、生活福祉資金の特例

貸付等の支援策を担い、危機対応の最前線に立ってきましたが、緊急支援が途切れた後も多様な生活困窮の形

が現れることが予想され、こうした問題に地域福祉としてどう向き合っていくかが問われています。 

 このように、第36回大会では、コロナ禍の地域社会や相談支援の現場で起こっていることを踏まえ、これ

まで培ってきた地域福祉の取組や仕組みが、コロナ禍に直面してどのように変化したのか、with コロナの先

にある、ポストコロナ時代に向けてこれから地域福祉にできることは何か、探っていきたいと思います。地域

福祉は、「地域共生社会の実現」を目指す「包括的な支援体制」の構築という課題に直面していました。コロナ

禍が突きつけた様々な課題に取り組む中で、改めて「地域共生社会」や「包括的な支援体制」の意義や方法が

問い直されていくものと思われます。ポストコロナ時代に向けた地域福祉のあり方を検討することは、「地域

共生社会」や「包括的な支援体制」を新たな角度から検討することにもつながると考えます。 

大会テーマに基づく基調講演と大会企画シンポジウムのほか、開催地企画シンポジウムでは「多死社会にお

ける地域福祉活動」をテーマに、在宅での終末期を支える地域福祉活動の役割を考え、地域福祉実践の新たな

フィールドを福岡から発信したいと思います。 

期 日： 20２２年6月１１日（土）～１２日（日）  

開催校： 西南学院大学  開催形式：オンライン（Zoom） 

主 催： 日本地域福祉学会、日本地域福祉学会第3６回大会実行委員会 

共 催： 

後 援： 

西南学院大学、福岡県社会福祉協議会、福岡市社会福祉協議会   

福岡県社会福祉士会 
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【1日目】６月１１日（土） オンライン（Zoom）開催 

１0:30 11:00                 12:３0 13:30                   16:３0 16:45   17:３０  
 

 

 

 

 

【２日目】６月1２日（日） オンライン（Zoom）開催 

９:０0               11:00    12:00  12:３0 13:３0           15:30 １6:０0  16:15 

 

自由研究発表Ⅰ（口頭） 

(9:00～12:00) 

  

昼 

 

食 

 

 

 

自由研究発表Ⅱ（口頭） 

(13:30～16:00) 

 

 

 

 

閉

会

式  

地域福祉 

優秀実践賞 

授賞式・報告 

(9:00～11:00) 

 

日韓学術 

交流企画 

(11:00～

12:30) 

地 

方 

部 

会 

総 

会 

開催地企画 

シンポジウム 

(13:30～16:00) 

公開研究会 

(13:30～15:30) 

 

 

２ プログラム内容 

 

基調講演・対談 6月１１日（土） 11:00～12:３0 

❑ テーマ「ポストコロナ時代に向けた地域福祉の現在・未来」  

新型コロナウイルスの感染拡大により、地域に多様な「つながり」を作り出そうとする地域福祉の実践は甚大な影

響を受けた。いま、地域福祉研究や実践では、コロナ禍の中で浮き彫りになった課題に向き合いながら、新たな取組

を模索することが求められている。また「地域共生社会政策」による包括的支援体制や重層的支援体制整備事業は、

これまでのソーシャルワークやボランティア活動・市民活動にも大きな影響を与える。民生委員・児童委員の活動、

共同募金活動など従来の地域福祉の到達点を踏まえながら、with コロナあるいはポストコロナ時代に向けて、地域

福祉は何を議論し、どのような方向に向かうべきか、基調講演を通して共有したい。 

また、基調講演の後には、＜これからの地域福祉を語る＞と題して基調講演者と聞き手との対談を企画している。

両者の対話を通して、これからの地域福祉のあり方について、様々な角度からさらに議論を深めていきたい。 

 

開 

会 

式 

 

基調講演 

(11:00～12:00) 

対  談 

(12:00～12:30） 

 

昼 

 

食 

 

大会企画 

シンポジウム 

(13:30～16:30) 

 

休

憩 

 

総会 

 

基調講演 講師：上野谷加代子氏（同志社大学名誉教授・学会前会長） 
 

対  談：上野谷加代子氏（同志社大学名誉教授・学会前会長） 

    小松理佐子氏（日本福祉大学教授・学会副会長） 
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大会企画シンポジウム 6月１１日（土） 13:30～16:３0 

❑ テーマ「コロナ禍により顕在化した社会福祉の諸問題を地域福祉はどう受け止めるか」 

新型コロナウイルスの感染拡大は、非正規雇用やフリーランス等の不安定就労層、ひとり親家庭や外国籍住民等の

不利な立場ある人々の生活を直撃し、コロナ禍の前から存在した多様な生活困窮の問題を一気に顕在化させた。また、

コロナ禍の外出自粛などにより社会とつながる機会が失われる中で、高齢者や障害者の孤立、虐待、DV等の問題も

深刻化している。そして、顕在化する様々な生活困難に対する既存のセーフティネットの脆弱性も改めて浮き彫りに

なり、緊急支援策の強化だけでなく、中長期的な支援の再構築が求められるようになっている。 

本シンポジウムでは、以上のようなコロナ禍により顕在化した多様な社会福祉の課題を、実際の支援事例や調査結

果等のエビデンスに基づいて把握した上で、そうした課題を地域福祉としてどう受け止めていけばよいか、研究者と

現場実践者の双方の立場から問題提起し、これから求められる研究課題や実践課題を探求する。 

 

シンポジスト：高橋俊行氏（関西社協コミュニティワーカー協会会長） 

       行岡みち子氏（グリーンコープ生活協同組合連合会生活再生事業推進室長） 

       山野則子氏（大阪府立大学学長補佐・教授） 

       葛西リサ氏（追手門学院大学准教授） 

コメンテーター：高野和良氏（九州大学教授） 

コーディネーター：村山浩一郎氏（福岡県立大学教授） 

 

 

 

 

 

 

 
 

日韓学術交流企画 6月１２日（日） 11:０0～12:３０ 

❑ テーマ 「韓国における生活困窮者の就労支援の動向」 

韓国は2000年以降、生活保護制度（国民基礎生活保障制度）の中に、福祉的支援と合わせて就労支援を組

み込んだ「自活事業」と呼ばれる自立生活支援事業を展開してきた。この事業は、生活困窮者の就労訓練や就労

移行支援、さらには起業支援などの要素が含まれており、試行錯誤を重ねながらも一定の成果を果たしている。

本企画では、韓国の生活保護制度における就労支援の仕組みや実践の動向について、コロナ禍の影響をも踏まえ

ながら報告してもらう。韓国のそのようの支援の仕組みや実践のノウハウは、日本の生活困窮者自立支援制度に

おける就労支援のあり方を検討するうえでも、多くの示唆を与えてくれるであろう。 

 

報告者：韓国地域社会福祉学会会員 

コメンテーター：鏑木奈津子氏（上智大学准教授） 

コーディネーター：呉 世雄氏（立命館大学准教授・学会事務局参与（国際交流担当）） 
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開催地企画シンポジウム 6月１２日（日） 1３:30～1６:00 

❑ テーマ 「多死社会における地域福祉活動」 

在宅で終末期を迎えることを希望する人々は少なくない。多死社会化する地域社会で暮らす高齢者とその家族にと

ってどのような生活支援が必要なのであろうか。終末期にいたる高齢者を支える医療、看護、保健を中心としたサ

ービスとともに、生活を支援する地域福祉活動が果たしている役割について考える。 

終末期にいたる各段階で、地域社会との関係性を維持した生活をどのように支援することができるのかといった課

題について、福岡県内の社会福祉協議会による死後事務対応などの取り組み事例をもとに現状と課題を確認し、福

岡からの提言を共有したい。 
 

シンポジスト： 栗田将行氏（福岡市社会福祉協議会・地域福祉部事業開発課長/住まい･まちづくりｾﾝﾀｰ所長） 

峰平あけみ氏（在宅ホスピスボランティアの会「手と手」副会長） 

馬場みちえ氏（福岡大学医学部看護学科准教授） 

林 隆一氏（特別養護老人ホーム恵風苑ケアプランサービス管理者） 

コメンテーター：都築光一氏（東北福祉大学教授） 

コーディネーター：孔 英珠氏（西南学院大学講師） 

 

 

 

 

 

 
 

公開研究会 6月１２日（日） 13:３0～1５:30 

❑ テーマ 「地域福祉に求められる新たな方法論を探る」 

コロナ禍での生活困窮の増大、社会的孤立の進行、偏見や差別の問題など、地域福祉実践を取り巻く課題に直

面している。また将来にむけて、人口減少と都市集中が二極化し、単身世帯化が進み、団塊世代を中心とした多

死社会を迎えていくなど、地域社会は大きな変化のなかにある。 

こうしたなか地域福祉の推進にむけて、コミュニティオーガナイジングやコミュニティデザイン、ファンドレ

イジングや中間支援組織論、また多文化共生やケアリングコミュニティ、持続可能な社会開発といった新たな視

点や方法も開発されている。 

そこで日本地域福祉学会として、「地域福祉の方法論研究プロジェクト」を組織して、求められる「地域福祉

の方法論」について検討することになった。それは今日的に「住民主体」とは何かを問い直すことであり、住民

主体による地域福祉の推進方法、さらには関係機関や団体による地域福祉ガバナンスの方法を明らかにしていく

ことである。 

 本シンポジウムでは、このプロジェクト研究の中間報告を行いつつ、２つのフィールド（大阪府箕面市NPO

法人「くらしづくりネットワーク北芝」と東京都文京区社会福祉協議会）を舞台にして、新たな地域福祉の方法

論の息吹を探る。 

研究代表者：藤井博志氏(関西学院大学教授・学会理事) 

原田正樹氏(日本福祉大学教授・学会会長) 
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３ 自由研究発表申し込み 

1. 申込方法： 大会専用ホームページ（https://cfukushi36.yupia.net/）からお申し込みくだ

さい。受付業務は株式会社ユピアに委託しております。 

  

2022年３月２５日（金）23時59分締め切り 2. 発表申込： 発表申し込み締め切り 

申し込みには、演題と要旨集レジュメの登録が必要になります。原稿は下に説明

する「自由研究発表の原稿様式」に基づき作成してください。原稿は①研究目

的、②研究の方法、③倫理的配慮、④結果・考察という基本的な枠組みを示して

執筆してください。結果・考察について「当日資料共有」という未完成原稿は認

められません。 

自由研究発表の原稿様式（フォーマット例は７ページ参照） 

① １発表につきA4縦１枚（横書き） 

② 余白上下25㎜ 左右20㎜ 

③ 文字数 １ページ 40字×40字 

④ フォント 主 題：12ポイント MSゴシック・中央揃 

副 題：10.5ポイント MSゴシック・中央揃 

氏 名：10.5ポイントMS明朝 

所 属：会員番号：9ポイントMS明朝 

見出し：11ポイント MSゴシック 

本 文：10.5ポイント MS明朝（だ・である調で記入） 

⑤ 記述内容： １．研究目的、２．研究の方法、３．倫理的配慮、４．結果・考察 

３. 要旨書式： 要旨集レジュメの様式は、大会用ホームページからダウンロードできます。必ず

所定の書式に従って提出してください。 

４. 発表資格： 

 

日本地域福祉学会員であることが条件です。なお、以下についてのルールが守れ

ないと発表資格が無いと判断されることがありますのでご注意ください。➀発

表者は、20２2年3月26日の理事会において日本地域福祉学会の会員

として承認されていること（3月26日の理事会において新入会が認められ

た場合、4 月末までに入会金、会費を支払うこと）が前提です。②発表の要旨

集レジュメに、必ず会員番号をご記入ください。共同研究報告で1名でも

会員番号の記載が無ければ発表要旨の受理が出来ません。（入会申請中の場合

は、入会申請中と記入してください。入会が認められ次第、会員番号をお知らせ

しますので、後日会員番号の記入をお願いします）。③発表の申し込みをした会

員は2022年６月3日（金）までに大会参加費をお支払いください。④20２

1年度分までの学会費は事前に必ず納入しておいてください。 

５. 発表件数： 筆頭発表者（ファースト・オーサー）は１演題に限ります。したがって、演題の

申し込みは必ず筆頭発表者が行ってください。演題の申込者と筆頭発表者が異

なる場合は受理できません。なお、筆頭発表者は発表とは別に、他の研究発表等

で共同研究者として名前を連ねることは可能です。 

６. 要旨確認： 倫理的配慮の観点から原稿の修正等を求めることがあります。修正を求められ

た場合には、修正コメントに基づいて指定した期日までに再提出をしてくださ

い。再提出がされない場合には、発表を受け付けられません。 

7. 分 科 会： 自由研究発表（口頭）を申し込まれる場合には、希望する分科会を次のリストの

中からお選びください（第1希望から第３希望まで）。各分科会の人数の調整や

発表するテーマと分科会の関連などから希望される分科会での発表ができない

ことがありますのであらかじめご了承ください。 

https://cfukushi36.yupia.net/
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第１分科会 
理論・歴史 

地域福祉に関する理論・歴史 

第２分科会 
制度・政策、権利擁護 

地域福祉に関する諸制度、政策、成年後見等の権利擁護等 

第３分科会 
主体・提供組織 

行政、社協、ボランティア・ＮＰＯ、住民組織、社会起業等 

第４分科会 
対象・対象者 

高齢者、障害者、児童、生活困窮者、外国人等 

第５分科会 
地域福祉（活動）計画、運営管理 

地域福祉計画、地域福祉活動計画、運営管理、評価等 

第６分科会 
地域福祉の諸活動 

小地域福祉活動、見守り活動、サロン・居場所づくり活動等 

第７分科会 
地域福祉の方法 

コミュニティワーク、コミュニティソーシャルワーク、コミュニテ

ィオーガナイジング、ファンドレイジング等 

第８分科会 
福祉教育・福祉文化 

学校教育、社会教育、ボランティア学習等 

第９分科会 
社会福祉施設・社会福祉法人 

社会福祉施設、社会福祉法人による地域における公益的な取

組等 

第 10 分科会 
災害と地域福祉 

災害時要配慮者支援、福祉避難所支援、災害ボランティア支

援、コロナ禍への対応等 

 

４ 発表方法    

 

 

１ 発表時間： １発表につき25分（発表15分、質疑10分）となります。 

２ 発表方法： 発表方法は、口頭のみです。今大会では、ポスター発表はありません。自宅など発

表者各自の場所からPCを使用して発表していただきます。 

３ 発表資料 ・zoomの画面共有機能により画面を共有しつつ発表を行っていただきます。 

・当日の発表資料は、発表する際に画面共有を行い、発表してください。 

・分科会の進行、発表時間等は、参集型の場合と同様の方法で行います。 

・当日発表資料の内容については日本地域福祉学会倫理規程に基づき研究対象とした個人

の特定ができないようにしてください。写真についても発表内容を伝えるのに本当に必要

なものであるかを判断し、使用する場合、本人の了解をとり、その旨をスライドに明示す

るようにしてください。倫理的に問題があると判断された場合、コメンテーターが当日の

発表を中止する場合があります。万が一の倫理的な問題によるトラブルが生じた場合、発

表者の責任となり、学会はその責を負えません。 

（日本地域福祉学会倫理規程アドレス http://jracd.jp/file/9_rinri_kitei.pdf） 

・当日の発表資料に動画は使用できませんので注意してください。 

・当日の発表資料は６月５日（日）までに提出してください。データの事前送付がなかっ

た場合、当日の発表資料の画面共有はできません。口頭のみで発表を行っていただくこと

になりますので、必ず締め切りまでに送信いただきますようお願いします。 

  

  

http://jracd.jp/file/9_rinri_kitei.pdf
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自由研究発表 様式見本（A4サイズ） 

 

 

 

 
20mm 

（＊1 行空白） 

主題:12pt ＭＳゴシック・中央揃 

－ 副題:10.5pt ＭＳゴシック・中央揃 － 

 

氏名10.5pt ＭＳ明朝（所属・会員番号9pt ＭＳ明朝） 

〇福祉 太郎（□□大学・会員番号）、福祉 花子（△△大学・会員番号） 

＊共同研究の場合は、筆頭報告者の氏名に○印をつける。 

 
20mm  

  

1. 研究目的（見出し 11pt ＭＳゴシック、本文10.5pt ＭＳ明朝） 

 

 

 

 

 

2. 研究の方法（見出し 11pt ＭＳゴシック、本文10.5pt ＭＳ明朝） 

 

 

 

 

 

3. 倫理的配慮（見出し 11pt ＭＳゴシック、本文10.5pt ＭＳ明朝） 

 

 

 

 

 

4. 結果・考察（見出し 11pt ＭＳゴシック、本文10.5pt ＭＳ明朝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25mm 

25mm 
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５ 自由研究発表チェックリスト 

 

日本地域福祉学会自由研究発表エントリーチェックリスト 

会員番号   氏  名   

 以下の内容に間違いがないことを確認した上で、研究倫理に配慮した報告を行います。 

No. チェック項目 チェック欄 

1  発表要旨が指定の書式（文字の大きさ・字体・余白等）で作成されている。   

2  研究の目的・方法・倫理的配慮・結果・考察が記載されている。   

3  共同研究の場合、筆頭報告者に○印がついている。   

4  共同研究の場合、全員が学会員である（入会申請済でも可）   

5  当事者あるいは責任ある立場の者から研究協力の同意を得ている。   

6  当事者あるいは責任ある立場の者から学会報告の承諾を得ている。   

7  文献や資料を引用している場合、出典が明記されている。   

8  差別的表現や社会的に不適切な用語が使用されていない。   

9  発表内容は他の学術学会での発表と多重報告ではない。   

10  当日配付予定の資料や掲示物等においても研究倫理に配慮する（発表時に再確認する）。   

11  倫理的配慮の内容を発表要旨に記載しきれない場合、以下に記載してください。 

  

    

12  その他、発表に関して特記事項がある場合、以下に記載してください。   
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６ 大会参加申し込み   

 

1 申 込 方 法： 大会専用ホームページ（https://cfukushi36.yupia.net/）からお申し込みください。受

付業務は株式会社ユピアに委託しております。 

2 申 込 期 間： 申込締め切り 2022年５月２７日（金） 23時59分締切 

 
入金締め切り 2022年６月3日（金）締切 

3 参 加 費： 会 員  

非会員  

大学院生 

学部学生 

５,000円 

６,000円 

３,000円 

1,000円 

 

 

※申込み後の返金には一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。 

※本大会はオンライン開催ですので当日受付はありません。事前申し込みのみです。 

4 その他 情報交換会は実施しません。 

  

 

 

７ 問い合わせ先 

 

【大会事務局】 

〒 814-8511 福岡市早良区西新6丁目2番92号 

日本地域福祉学会第３６回大会 大会事務局 西南学院大学 倉田・河谷・倉光 

Mail：chiiki-36kai@seinan-gu.ac.jp【大会事務局専用メールアドレス】 

【運営事務局】（参加・自由研究発表申込み等について） 

 〒456‐0005 名古屋市熱田区池内町3‐21 

   日本地域福祉学会第36回大会 運営事務局 株式会社ユピア 

    TEL: 052-872-8101  FAX: 050-3737-7331(平日10‐16時) 

     Mail：cfukushi36@yupia.net【運営事務局専用メールアドレス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cfukushi36.yupia.net/



