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日本地域福祉学会 

〒108-0075 東京都港区港南 4-7-8 都漁連水産会館 5 階  

日本ソーシャルワーク教育学校連盟気付  

電話  03-5495-9331      ﾌｧｯｸｽ 03-5495-9332 

E-mail：chiiki-g@jt2.so-net.ne.jp 

URL：http:// jracd.jp/ 



１．顕彰の趣旨 

 

今日、日本は人口減少・少子高齢社会を迎え、地域住民が安心して暮らせる

共生社会の実現に向けて、住民の主体的な参加のもと、行政や各種の専門職、

機関・団体、さらには商店や企業等と連携・協働しながら地域の課題に即した

優れた地域福祉実践が求められています。  

また、日本地域福祉学会の社会的使命のひとつとして、地域福祉に関する実

践を様々な側面から支援し、優れた実践を広く奨励していくことがあります。 

日本地域福祉学会は、このような社会的要請に応え、全国各地でおこなわれ

ている地域福祉に関する優れた実践を掘り起こし、ひいては我が国の地域福祉

の一層の発展と向上に寄与することを目的として、2004 年度より地域福祉に

関する優れた実践を顕彰する「日本地域福祉学会  地域福祉優秀実践賞」を設

立いたしました。  

第 20 回の顕彰は、2023 年度の第 3７回全国大会（長野県）にて行います。

会員の皆様におかれましては、趣旨をご理解の上、推薦に関してご協力賜りま

すようお願い申し上げます。  

 

２．日本地域福祉学会地域福祉優秀実践賞  

 

若干数  

賞状の贈呈  

 

３．対象団体  

 

地域福祉に関する優れた実践を行っている団体を対象とし、顕彰の趣旨に

従い、学会として奨励することが相応しいと判断した団体とします。  

なお、当面の間、一度受賞した団体が実施主体となった実践は、審査・受

賞の対象としません。  

 

４．推薦方法  

 

推薦者は日本地域福祉学会の会員とします。別添の用紙に必要事項を記載

するとともに、当該団体の実践記録、実践が掲載された資料等（公刊されて



いる雑誌等）を一部添付し、所定の期日までに、本学会事務局に送付願いま

す。  

 

５．選考と結果の公表  

 

（１）選考方法  

本会会員から推薦された団体の実践に関する内容、記録などを選考委員会

で審査考慮し、理事会で決定します。その結果の公表を全国大会で行います。 

 

（２）審査の基準  

  選考委員会は、推薦のあった団体の地域福祉実践に関して、以下の観点に

ついて審査を行います。  

①先駆性・独創性  

その実践が、他の地域福祉実践と比較して、先駆的・独創的な取り組み

であるかどうか。  

②継続性・発展性  

その実践が、ある一定期間の積み重ねのなかで展開され、さらにそれが

今日的にも発展しているかどうか。  

③参加性・普及性  

その実践が開かれたものであり、より多くの住民や関係団体などと協働

し、地域のなかで普及しているかどうか。  

④記録性  

その実践が、整理され、記録化されることを通じて、ふりかえりや今後

の展開に向けての検討がなされているかどうか。あるいは新聞や専門誌

などにその実践が紹介されているかどうか。  

 

（３）選考日程  

２０２３年 2 月 10 日  推薦締め切り  

2 月２５日   選考委員会の開催  

3 月２４日  理事会で決定  

６月 1１日   年次大会（長野大会）時結果の公表  

 



６．贈呈式及び報告会  

2023 年６月全国大会にて、贈呈式を開催いたします。なお、当該団体に

ついては、代表１名を贈呈式に招待いたします。  

また、受賞団体は、大会にて報告を行うとともに、その内容は、雑誌「地

域福祉実践研究」に掲載されます。なお、推薦者におかれましても、大会で

の報告会の際、推薦理由についてコメントをいただく予定です。  



 

受 賞 団 体 

第１回  

2004 年度  

社会福祉法人  一麦会「麦の郷」  （和歌山県和歌山市） 

社会福祉法人  氷見市社会福祉協議会（富山県氷見市）  

真野地区まちづくり推進会      （神戸市長田区）  

第 2 回  

2005 年度  

特定非営利活動法人  春日住民福祉協議会（京都市）  

社会福祉法人  遠軽町社会福祉協議会   （北海道）  

今川社会福祉協議会ボランティア部    （大阪市）  

第 3 回  

2006 年度  

社会福祉法人  訪問の家（横浜市）  

茅野市（福祉 21 茅野・行政・社会福祉協議会）  

第 4 回  

2007 年度  

社会福祉法人 NPO 法人  めだかすとりぃむ・  

特定非営利活動法人  めだかふぁみりい  （埼玉県川口市） 

第５回  

2008 年度  

社会福祉法人  伊賀市社会福祉協議会  （三重県伊賀市）  

しみんふくし滋賀  （滋賀県近江八幡市）  

すずの会  （神奈川県川崎市）  

寝屋川市民たすけあいの会  （大阪府寝屋川市）  

第 6 回  

2009 年度  

社会福祉法人  豊中市社会福祉協議会（大阪府豊中市）  

総社市・社会福祉法人総社市社会福祉協議会（岡山県総社

市）  

第 7 回  

2010 年度  

社会福祉法人  宝塚市社会福祉協議会  （兵庫県宝塚市）  

特定非営利活動法人  「地域福祉サポートちた」（愛知県知

多市）  

第８回  

2011 年度  

松江市および松江市社会福祉協議会  （島根県松江市）  

社会福祉法人  水俣市社会福祉協議会  （熊本県水俣市）  

第９回  

2012 年度  

社会福祉法人  堺市社会福祉協議会  （大阪府堺市）  

特定非営利活動法人秋桜舎  コスモスの家  （川崎市）  

第 10 回  

2013 年度  

社会福祉法人  岬町社会福祉協議会 (大阪府泉南郡 ) 

社会福祉法人  藤里町社会福祉協議会  （秋田県山本郡）  

特定非営利活動法人  暮らしづくりネットワーク北芝  

（大阪府箕面市）  



第 11 回  

2014 年度  

社会福祉法人  むそう（愛知県半田市）  

塙山学区住みよいまちをつくる会（茨城県日立市）  

社会福祉法人  琴平町社会福祉協議会（香川県仲多度郡）  

第 12 回  

2015 年度  

社会福祉法人  よさのうみ福祉会（京都府与謝郡）  

豊北地区社会福祉協議会連合会（山口県下関市）  

社会福祉法人  石巻社会福祉協議会（宮城県石巻市）  

第 13 回  

2016 年度  

認定特定非営利活動法人  ホームホスピス（宮崎県宮崎市） 

社会福祉法人  西宮市社会福祉協議会（兵庫県西宮市）  

滋賀の縁創造実践センター（滋賀県草津市）  

特定非営利活動法人  全国コミュニティライフサポートセ

ンター（宮城県仙台市）  

第 14 回  

2017 年度  

株式会社  K2 インターナショナルジャパン（神奈川県横

浜市）  

特定非営利活動法人  豊島子ども  WAKUWAKU ネット

ワーク（東京都豊島区）  

社会福祉法人  大津市社会福祉協議会（滋賀県大津市）  

第 15 回  

2018 年度  

こまじいのうち（特定非営利活動法人居場所コム）（東京都

文京区）  

特定非営利法人  山科醍醐こどもの広場（京都市山科区）  

社会福祉法人  都城市社会福祉協議会（宮崎県都城市）  

第 16 回  

2019 年度  

南医療生活協同組合（愛知県名古屋市）  

社会福祉法人  福岡市社会福祉協議会（福岡県福岡市）  

第 17 回  

2020 年度  

三鷹市（東京都三鷹市）  

社会福祉法人悠々会（東京都町田市）  

NPO 法人地域の寄り合い所また明日（東京都小金井市）  

第 18 回  

2021 年度  

外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト（愛知県名古屋

市）  

邑南町・社会福祉法人邑南町社会福祉協議会（島根県邑南

町）  

社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会（東京都豊島区）  

第 19 回  

2022 年度  

特定非営利活動法人  全国移動サービスネットワーク

 （東京都世田谷区）  



西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会  （静岡県

静岡市）  

箸蔵福祉村（社会福祉法人池田博愛会）（徳島県三好市）  

 

 


