
 

近畿地域福祉学会 平成２９年度大会 
 

テーマ「地域福祉の『政策化』の時代 

における住民自治とまちづくり」 

 

開 催 要 項 

 

 

１．趣 旨 

本年 5 月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」で

は、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定するとともに、地域における包括的な支援体制づくりや

地域福祉計画の努力義務化および分野別計画に対する上位計画化などが新たに規定されました。 

これらの政策は、いずれも、①日常生活圏域における地域住民主体の地域づくり、や②関係者のネット

ワーク化を通じた生活・福祉課題の解決、などをめざすという点で、「地域福祉政策」としての性格をもつも

のです。 

また、これらの政策は、「住民の資源化」や「トップダウンによる地域づくり」「公的責任の後退」など、運用

を誤るとこれまで蓄積されてきた地域福祉の基盤を揺るがしかねない危険性を併せ持っているといえま

す。     

このため、今年度の近畿地域福祉学会大会では、「地域福祉の『政策化』の時代における住民自治とま

ちづくり」をテーマに地域共生社会の実体化、住民自治、地域福祉とまちづくりの課題等について考える機

会とします。 

また、引き続き、自由研究報告、実践活動報告を募集し、近畿の研究者や実践者間の情報交流の活

性化を図ります。 

 

２．主 催  近畿地域福祉学会 平成２９年度大会実行委員会 

 

３．協 力  社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会／社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 

 

４．日 時  平成２９年１２月１６日（土）１０：００～１７：１０ 

 

５．会 場  こうべ市民福祉交流センター（神戸市中央区磯上通３－１－32） 

 

６．対 象 
   日本（近畿）地域福祉学会会員、社会福祉協議会役職員、社会福祉・地域福祉関係者、民生

委員・児童委員、社会福祉施設役職員、ＮＰＯ、企業、議員、行政職員、学生、その他関心の

ある方  （参加定員：１５０名） 

 

７．参加費等 

  （１）学会参加費…学会員・学生：500 円 一般：1,000 円 

  （２）交流会参加費…5,000 円程度（会場近辺で行います。※当日お支払いください。） 

  

 

 



８．参加申込・参加費の送金 

  （１）参加申込は、所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、平成 29 年 11 月 30 日（木）ま

でに神戸市社会福祉協議会宛に、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法でお申込みく

ださい。 

  （２）学会参加費は、できる限り事前にお振込みください。お振込みは、次の指定口座に平成

29 年 12 月 7 日（木）までに送金願います。振込手数料は、申込者でご負担願います。 

※交流会参加費（5,000 円）は、当日お支払いください。 

※送金された参加費は理由の如何を問わず返金いたしません。 

   <指定口座> 

銀 行 名 みなと銀行 

支 店 名 神戸駅前支店（店番１６３） 

種  類 普通預金 

口座番号 １６８９２０８ 

口座名義 

(フリガナ) 

近畿地域福祉学会 会計  福井 徹 

（ｷﾝｷﾁｲｷﾌｸｼｶﾞｯｶｲ ｶｲｹｲ ﾌｸｲ ﾄｵﾙ） 

  （３）個人情報の取り扱いについて、本大会実行委員会は、本申込書等に記載された個人情報

について、参加者との間の連絡に利用させていただくほか、参加手続きに必要な範囲で

利用させていただきます。 

  （４）手話通訳、要約筆記、その他の介助等の必要な方は、参加申込書の通信欄に具体的にご

記入願います。 

自由研究発表・実践活動報告は、別紙専用申込書にて 11 月 17 日（金）までに近畿地域福祉学

会事務局（頌栄短期大学 吉岡洋子）まで郵送または電子メールで申込みください（詳細別紙）。 

 

９．申込み、問い合わせ先 

    近畿地域福祉学会 平成２９年度大会 実行委員会 事務局 

    〒651-0086 神戸市中央区磯上通３‐１‐３２ こうべ市民福祉交流センター内 

     社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 地域支援部 地域福祉課（担当：川端、森貞） 

TEL 078-271-5317 FAX 078-271-5366 E-mail：tiiki@with-kobe.or.jp 

こうべ市民福祉交流センターへのアクセスマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

そ 
ご 
う 

○市バス⑦系統「市民福祉交流ｾﾝﾀｰ前」下車すぐ 
 

※ＪＲ「三ノ宮」西口改札 又は 阪急「神戸三宮駅」東改札口 

 を南に出て、国道２号線沿いにある「交通センタービル」前 

に、市バス⑦系統の停留所「三宮町１丁目」があります。 

※市バス⑦系統「市民福祉交流ｾﾝﾀｰ行き」に乗車、１０分程度 

で終着の停留所「市民福祉交流ｾﾝﾀｰ前」に着きます。 

●ＪＲ「三ノ宮駅」 

阪急・阪神「神戸三宮駅」  徒歩１５分 

地下鉄「三宮」駅 
 

●ポートライナー「貿易センター」から徒歩５分 

市バス⑦系統 

「三宮町１丁目」 

市バス⑦系統 

「市民福祉交流ｾﾝﾀｰ

前」 

mailto:tiiki@with-kobe.or.jp


           近畿地域福祉学会 平成２９年度大会 日程・内容（案） 

時間 主な内容 備考 

9:00～10:00 受 付  

10:00～12:10 《自由研究発表・実践活動報告》 

 近畿地域福祉学会では、研究交流や情報交換の場づくりの一環とし

て、自由研究発表、実践活動報告を募集します。 

 特に、若手研究者や社会福祉協議会等の地域福祉実践に取り組む学会

員の皆さまのご応募をお待ちしています。 

※１人当りのもち時間は 25 分（発表：15 分間・質疑 10分）とします。 

 

12:10～13:00 ～昼食休憩～  

13:00～13:30 平成２９年度近畿地域福祉学会総会  

13:30～13:45 開 会 主催者挨拶 近畿地域福祉学会平成２９年度大会実行委員長 

開催地挨拶  

 

13:45～14:45 《課題提起》 

テーマ：「全世代に広がる貧困と対抗する地域福祉へ 

    ー子どもの貧困から下流老人問題までー」 

講 師：ＮＰＯ法人ほっとプラス 代表理事 藤田 孝典氏 

 

14:45～15:00 休 憩  

15:00～17:00 《パネルディスカッション》 

テーマ：「地域福祉の『政策化』の時代における住民自治とまちづくり」 

 昨今の「地域福祉政策」をめぐる制度改革の流れが急速に進行するな

か、地域においては、①日常生活圏域における住民主体の地域づくりや

②関係者のネットワーク化を通じた生活・福祉課題の解決が求められて

います。そこで、今回のパネルディスカッションでは、地域福祉の推進

主体の多様化、自治体のコミュニティ施策の動向を踏まえつつ、各分野

の実践報告から、地域福祉とまちづくりの課題について考えます。 

【パネリスト】 

○行政：芦屋市 福祉部長 寺本 慎児氏 

※地域福祉課を設置し、市地域福祉計画の策定、「地域発信型ネッ

トワーク」の構築や権利擁護支援センターの設置、トータルサ

ポート体制づくりなどを進めている。 

○当事者・住民：ボランティアはなぞの 会長 松本 茂子氏 

※明石市花園小学校区において、ふれあいサロンなどの仲間づく

り活動や、防災・子ども育成・健康づくりなどの多彩な活動を

展開している。 

 ○社協：西宮市社会福祉協議会 常務理事 清水 明彦氏 

※暮らしの場において絶えず生起する生活･福祉課題の解決に向

けて、「地域福祉開発」に取り組み、社協として、市民・民間の

立場から共生のまちづくりを推進している。 

 

【コーディネーター】関西学院大学 人間福祉学部 教授 藤井 博志氏 

【コメンテーター】関西大学 社会学部教授 松原 一郎氏 

         ＮＰＯ法人ほっとプラス  代表理事 藤田 孝典氏        

 

17:00～17:05 次回開催府県・政令指定都市（京都府社会福祉協議会）挨拶  

17:05～17:10 閉 会  

17:30～19:30 交流会（※会場は近隣の別会場）  

 

 



FAX：078-271-5366 

 近畿地域福祉学会 平成２９年度大会 参加申込書  

※６名以上でお申し込みの場合はコピーしてご利用ください 

申込日    月   日 新規申込・内容変更・参加取消   枚中     枚 

○ご連絡先 

申込 

担当者名 

（フリガナ） 
所 属 

 

連絡先 〒 TEL 

FAX 

     □自宅  □勤務先 E-Mail 

○参加者 

フリガナ 
所属名 学会員 

参加区分（○印） 

参加者氏名 午前のみ 午後のみ 全 日 交流会 総 会 

１   １．学会員 

２．非学会員 

３．学生 

     

 

２   １．学会員 

２．非学会員 

３．学生 

     

 

３   １．学会員 

２．非学会員 

３．学生 

     

 

４   １．学会員 

２．非学会員 

３．学生 

     

 

５   １．学会員 

２．非学会員 

３．学生 

     

 

合計人数   名   名   名   名   名 

  

学会参加費 合 計 学会参加費は、事前にお振込みください。 

交流会参加費は、当日お支払いください。 学会員・学生（500 円）×  名 非学会員（1,000 円）×  名 円 

○通信欄（手話通訳、要約筆記、その他の介助等配慮の必要な方は、具体的に記入願います。） 

 

 

＜申込みに関する問合せ先＞ 

    近畿地域福祉学会 平成２９年度大会 実行委員会 事務局 

    〒651-0086 神戸市中央区磯上通３‐１‐３２ こうべ市民福祉交流センター内 

     社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 地域支援部 地域福祉課（担当：川端、森貞） 

             TEL 078-271-5317 FAX 078-271-5366 

                          E-mail：tiiki@with-kobe.or.jp  

 


	こうべ市民福祉交流センターへのアクセスマップ

