東洋大学／福祉社会開発研究

4号（2011年3月）

福祉社会開発研究センター活動報告
Ⅰ

合同活動の報告

１．福祉社会デザイン研究科・福祉社会開発研究センター合同研究会
開催日時：2010年9月11日（土）13時30分から16時50分
開催場所：東洋大学白山キャンパス3203教室
参 加 者：70名
開催内容：
【報告者・テーマ・コメンテーター】
第1報告

資

報告者：大村美保（社会福祉学専攻博士後期課程・福祉社会開発研究センター RA）
テーマ：「知的障害者グループホーム利用者の家計収支分析」

料

コメンテーター：秋元美世（社会福祉学専攻 教授・福祉社会開発研究センター研究員）
第2報告
報告者：植木信一（ヒューマンデザイン専攻博士後期課程）
テーマ：「母親クラブへの国庫補助制度導入の影響」
コメンテーター：森田明美（ヒューマンデザイン専攻 教授・福祉社会開発研究センター研究員）
第3報告
報告者：金東善（ヒューマンデザイン専攻博士後期課程）
テーマ：「家庭内の高齢者虐待の実態と予防に関する日本と韓国の比較」
コメンテーター：小澤

温（ヒューマンデザイン専攻 教授）

第4報告
報告者：青柳聡（ヒューマンデザイン専攻博士後期課程・福祉社会開発研究センター RA）
テーマ：「被災地における仮設市街地に関する研究」
コメンテーター：内田雄造（人間環境デザイン専攻 教授・福祉社会開発研究センター研究員）
第5報告
報告者：山田義文（ライフデザイン学部 助手）
テーマ：「中山間地域における高齢者居住施設に関する研究」
コメンテーター：神吉優美（人間環境デザイン専攻 准教授・福祉社会開発研究センター研究員）
第6報告
報告者及びテーマ：前期課程1年生による合同発表
コメンテーター：紀葉子（福祉社会システム専攻 教授・福祉社会開発研究センター研究員）
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【司会】
小林良二（社会福祉学専攻 教授・福祉社会開発研究センタープロジェクト１リーダー）
【総括コメント】
内田雄造（研究科委員長）／古川孝順（福祉社会開発研究センター長）

Ⅱ

プロジェクト１活動報告

１．白山グループ研究会
（1）第1回白山グループ研究会
開催日時：2010年5月13日（木）12時10分から13時30分
開催場所：東洋大学白山キャンパス

5401教室

参 加 者：7名
開催内容：
プロジェクト1-3の村尾研究員が「那覇市における「まちづくり」としての引きこもり支援」というテーマで報告し、

資

その後、議論した。

料

（2）第2回白山グループ研究会
開催日時：2010年6月24日（木）12時10分から13時30分
開催場所：東洋大学白山キャンパス

5302教室

参 加 者：8名
開催内容：
プロジェクト1-3の森田研究員が「ひとり親家庭の地域における子ども支援をめぐって」というテーマで報告し、
その後、議論した。
（3）第3回白山グループ研究会
開催日時：2010年7月8日（木）12時10分から13時30分
開催場所：東洋大学白山キャンパス

5401教室

参 加 者：8名
開催内容：
プロジェクト1-1の小林研究員が「地域包括支援センターとネットワークづくりの課題―墨田区を事例として―」
というテーマで報告し、その後、議論した。
２．ブックプロジェクト
2011年度にこれまでの研究成果をまとめた書籍の刊行を目指し、ブックプロジェクトを立ち上げた。
（1）ブックプロジェクト編集委員会
第1回

7月29日（木） 12:10-12:50

福祉社会開発研究センター（20813室）

第2回

9月 2日（木） 10:30-12:00

福祉社会開発研究センター（20813室）
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第3回

9月27日（木） 15:00-16:10

福祉社会開発研究センター（20813室）

第4回

11月12日（月） 13:30-14:30

福祉社会開発研究センター（20813室）

第5回

12月10日（月） 15:00-16:00

福祉社会開発研究センター（20813室）

（2）ブックプロジェクト研究会の開催

Ⅲ

第1回

11月14日（日） 10:00-18:00

第2回

2月13日（日） 10:00-14:00

東洋大学白山キャンパス5401教室
甫水会館301号室

各研究グループの活動報告

プロジェクト１－１
１「みまもり相談室会議」への参加
墨田区役所高齢者福祉課、高齢者みまもり相談室等の参加による、「みまもり相談室会議」にて、小林良二研究員に

資

よる同相談室の運営に関する助言、東洋大学学部生による活動報告等が行われた。開催日時・場所は次のとおり。

料

4月21日（水） 14:00-16:00

オウトピアみどり苑（みどり高齢者みまもり相談室）

4月30日（金） 14:00-16:00

墨田区シルバー人材センター会議室（文花高齢者みまもり相談室）

7月29日（木） 14:00-16:00

墨田区シルバー人材センター会議室（文花高齢者みまもり相談室）

9月30日（木） 14:00-16:00

オウトピアみどり苑（みどり高齢者みまもり相談室）

10月28日（木） 14:00-16:00

墨田区シルバー人材センター会議室（文花高齢者みまもり相談室）

11月25日（木） 14:00-16:00

オウトピアみどり苑（みどり高齢者みまもり相談室）

12月27日（月） 15:00-17:00

墨田区シルバー人材センター会議室（文花高齢者みまもり相談室）

２研修等への参加
（1）「みどり高齢者みまもり相談室

開所式」への参加

日

時：5月14日（金） 14:00-15:30

場

所：みどり高齢者みまもり相談室

参加者：50名超
内

容：後藤広史研究員による講演「地域における見守りについて」のほか、当日出席者（町会長・老人クラブ会長・
民生委員等）がグループにわかれ、地域での見守りについて話し合い・報告が行われた。

（2）東京都「シルバー交番設置事業説明会」への参加
日

時：10月15日（金） 15:00-17:00

場

所：東京都庁第2本庁舎1階

二庁ホール

参加者：都内市区町村の高齢者福祉分野の担当者等
内

容：東京都の担当課長による当該事業の説明、墨田区･三鷹市による取り組み報告、シンポジウム「在宅高齢
者の見守りの推進に向けて」が行われた。シンポジウムでは、小林良二研究員がコーディネータを務めた。
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（3）「『福祉と医療連携を考える研究会』ケアマネージャー在宅医療研修」の共催
日

時：11月11日（木） 18:30-

場

所：東洋大学白山キャンパス5201教室

参加者：50名
３研究会の開催
10月31日から11月3日に行われた韓国における総合社会福祉館の調査に先立ち、研究会を開催した。開催日時・場所
は以下のとおり。
7月 8日（木） 10:30-12:00

福祉社会開発研究センター（20813室）

7月15日（木） 10:30-12:00

福祉社会開発研究センター（20813室）

8月 5日（木） 10:30-12:00

福祉社会開発研究センター（20813室）

9月16日（木） 10:30-12:00

福祉社会開発研究センター（20813室）

10月14日（木） 10:30-12:00

福祉社会開発研究センター（20813室）

資

プロジェクト１－３

料

１．研究会
第1回
開催日時：4月25日（日）10:00-12:00
開催場所：東洋大学白山キャンパス
参 加 者：6名
開催内容：
「八千代市母子世帯の子育てに関する基礎調査」（以下、基礎調査）の方向性、母子自立支援プログラ
ムの実施状況等について
第2回
開催日時：5月16日（日） 10:00-12:00
開催場所：東洋大学白山キャンパス
参 加 者

：4名

開催内容：基礎調査の項目・日本社会福祉学会（第58回全国大会）での研究発表内容の検討
第3回
開催日時：6月13日（日） 10:00-12:00
開催場所：東洋大学白山キャンパス
参 加 者：4名
開催内容：基礎調査の項目・日本社会福祉学会での研究発表内容・八千代市職員研修内容の検討
第4回
開催日時：10月10日（日）18:00-20:00
開催場所：名古屋市内
参 加 者

：7名
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開催内容：日本社会福祉学会での研究発表に関するディスカッション、今後の予定について
第5回
開催日時：11月14日（日） 9:00-10:00
開催場所：東洋大学白山キャンパス
参 加 者：4名
開催内容：東洋大学福祉社会開発研究センター・ブックプロジェクト研究会での報告内容の確認
第6回
開催日時：11月21日（日） 14:00-16:00
開催場所：東洋大学白山キャンパス
参 加 者：4名
開催内容：基礎調査の分析経過、八千代市との打ち合わせについて
第7回：3月下旬を予定
２．「八千代市母子世帯の子育てに関する基礎調査」の実施

資

調査方法：郵送による調査票配布、回収は八千代市役所子育て支援課に回収箱を設置
実施期間：2010年7月20日 ‐ 9月30日

料

＊8月15日・20日･23 ‐ 26日については、八千代市役所にて、記入上の不明点等の直接対応を実施
３．母子自立支援プログラムの実施状況についての継続的な調査
開催時期：2011年1月 ‐ 3月
開催場所：八千代市役所
参 加 者：プロジェクト1-3関係者、生活支援課ケースワーカー
開催内容：母子自立支援プログラムケース対応に関する検証
４．八千代市役所生活支援課職員研修
開催日時：6月29日（火）13:00 ‐ 16:00
開催場所：八千代市役所
参 加 者：17名
開催内容：新人の生活保護担当ワーカーを主対象として、母子自立支援プログラムの開発経過・利用方法の説明、
演習が行われた。
５．八千代市への活動状況の報告･意見交換
開催日時：12月27日（月） 9:30 ‐ 12:00
開催場所：八千代市役所
参 加 者：プロジェクト1-3関係者（5名）、八千代市生活支援課、母子自立支援員等
開催内容：
「八千代市母子世帯の子育てに関する基礎調査」の結果、母子自立支援プログラムの実施状況、次年度の
活動等について
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６．研究成果の公表
（１）論文
・森田明美（2010）
「母子家庭の地域生活移行を支える母子生活支援施設支援を考える－母子家庭地域調査を手が
かりにして」東京都社会福祉協議会『母子福祉部会紀要』No.3，4-16．
・久保田純（2011）
「ソーシャルワークにおけるパートナーシップ形成に向けたツール使用の可能性（２）－母子
家庭の母・ケースワーカーからのインタビュー調査による事例研究から－」東洋大学福祉社会開発研究セ
ンター『福祉社会開発研究』第4号．（2011年3月発行予定）
（２）日本社会福祉学会第58回秋季大会自由研究発表
報 告 者：久保田純
題

目：
「生活保護受給母子世帯の自立支援プログラム開発（その３）－事例分析による千葉県Ａ市版支援ツー
ルの効果検証－」

開催日時：10月10日
開催場所：日本福祉大学美浜キャンパス

資

（３）フォーラム子どもの権利研究2011

料

報 告 者：清水冬樹
題

目：「子どもの自己肯定感と家庭・親支援」

開催日時：2011年3月20日
開催場所：早稲田大学文学部第1会議室

113

