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精神障害者の生活支援にはたす価値の多様性と障害年金－3人の支援者へのインタビューを通して
－  

青木聖久  

23 106 論文 韓国における認知症高齢者の家族会のサポートグループとしての機能  金圓景  

23 118 研究ノ－ト 戦前期の託児所「海光園」に関する研究－「佐世保養老院」との関連を基盤に－  井村圭壯  
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22 82 研究ノ－ト 地域福祉計画をめぐるステークホルダ－間関係－市町村行政職員の認識－  田口誠也  

22 95 研究ノ－ト 
在がん患者と家族介護者に対するインフォーマルな支援の意義－がんサロンの事例を通したパイロ
ットスタディ－  

後藤みゆき  

22 107 書評 野口貞久著『地域福祉論－政策・実践・技術の体系』（ミネルヴァ書房）  宮城孝  
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の事例をとおして－  

渡邊靜穂・松本佳久子・  
仲島徳巳  

20 133 書評 右田紀久恵『自治型地域福祉の理論』  加納恵子  

20 139 優秀実践賞 地域のなかで－重症者通所施設「朋」の実践－  日浦美智江  

20 142 優秀実践賞 市民・社協・行政がともに進める地域福祉システムの形成－福祉２１ビーナスプランの挑戦－  長野県茅野市  

19 1 巻頭言 地域福祉の未来へのシナリオ －ソーシャル・キャピタルの視点－  野口定久  
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19 3 論文 
コミュニティソーシャルワーク実践へのアプロ－チの方向性－コミュニティソーシャルワーカー養
成研修受講者アンケート分析を基に－  

川島ゆり子  

19 16 論文 
地域福祉計画へのマイノリティ参加とコミュニティ形成－沖縄人コミュニティをめぐるアクショ
ン・リサーチを通じて－  

加山弾  

19 26 論文 認知症高齢者の社会的行動に関連する生活の質スケ－ル開発の試み  渡辺晴子  

19 39 研究ノ－ト 宅老所における宿泊利用過程研究：利用の密度と周期への着目  黒木邦弘  

19 55 実践研究報告 介護サービス供給における地域密着型事業者の現状と可能性－A県におけるヒヤリング調査から－ 吉岡洋子  

19 67 優秀実践賞 
住民主導とネットワークで進める春日学区の地域福祉活動～住み慣れた地域で、いつまでも暮らし
続けられるために～特定非営利活動法人春日住民福祉協議会  

高瀬博章  

19 70 優秀実践賞 
住み慣れた地域で住み続けるために・・・一人のひとのために考え、実践をとおして見えてきたこ
と社会福祉法人遠軽町社会福祉協議会  

藤江昭  

19 74 優秀実践賞 みんなで楽しく少しずつ－今川社会福祉協議会ボランティア部の実践－  澤田博子  

18  巻頭言 三位一体改革の進行と地域福祉  和田敏明  

18  論文 
セツルメントにおけるコミュニティへのアプローチの変容と現代的意義－賀川記念館と石井記念愛
染園を事例に－  

石川久仁子  

18  論文 
都市部における移住者集住地区を中心とする地域福祉の課題－A市B区における沖縄出身者のソーシ
ャル・インクルージョンをめぐって－  

加山弾  

18  論文 在宅高齢者ケアにおける未充足ニーズの分析－新しい分析枠組みの提案とその活用－  
君島菜菜・冷水豊・  
石川久展・山口麻衣  

18  論文 障害者ホームヘルプおよびガイドヘルプにおけるコーディネーターの役割実践とその関連要因  鳥海直美・赤松昭・白澤政和  

18  論文 成年後見制度とコミュニティソーシャルワークの展開  内藤さゆり・宮城孝  

18  論文 異文化ソーシャルワーク展開への一考察－地域福祉実践としての識字教室の事例を通じて－ 五味幸子  

18  研究ノ－ト 
地域におけるソーシャル・インクル－ジョンに関する実践的研究－支援困難事例に対する「ネット
ワーク －機能分析」の試行－  

玉置好徳  

18  研究ノ－ト 知的障害者地域生活支援の現状と課題－北海道における地域生活支援事業の事例から－  田中耕一郎  

18  研究ノ－ト 
ケアマネジメントにおける社会資源供給者選択のキ－要因－在宅介護センターにおけるケアマネー
ジャーを対象とした質的研究－  

山井理恵  

18  研究ノ－ト 訪問介護の質とサービス提供責任者の業務との関連－サービス調整業務の標準化に向けて－  須加美明  

18  研究ノ－ト 
福祉施設におけるボランティア受け入れの現状と課題－担当者への調査からボランティアマネジメ
ント活用の方法を考える－  

妻鹿ふみ子  

18  研究ノ－ト 
スウェーデンにおけるNPOと行政の関係に関する研究－高齢者福祉分野でのNPO活動に焦点をあてて
－  

吉岡洋子  
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18  実践研究報告 
宅老所運動の協同的展開と福祉のまちづくりへの可能性－福岡市「宅老所よりあい」の事業実践を
中心に－  

渡辺靖志  

18  優秀実践賞 人にやさしい福祉の街づくりは西和佐から社会福祉法人一麦会麦の郷  山本耕平  

18  優秀実践賞 
住民一人一人の福祉ニーズに応えるコミュニティーソーシャルワーク実践富山県氷見市社会福祉協
議会  

中尾晶美  

18  優秀実践賞 自分たちのまちは自分たちで守る真野地区まちづくり推進会  清水光久  

17  巻頭言 地域福祉新時代に期待して  田端光美  

17  論文 山口県における方面委員制度の創設と展開  杉山博昭  

17  論文 「救護法」期の養老事業施設の財源に関する研究－特に「佐世保養老院」の財源を事例として－  井村圭壯  

17  論文 
スウェーデンにおける介護サービス供給の多元化に関する研究－社会的企業と福祉トライアングル
モデル－  

斉藤弥生  

17  研究ノ－ト 
介護保険制度化のNPO法人におけるソーシャルワーク実践の方向性－熊本県下の介護保険指定事業
を実施する福祉系NPO法人を中心に－  

本郷秀和  

17  研究ノ－ト 自治体における介護予防サービスの体系化に関する考察－全国実態調査と事例研究を通して－  川島典子  

17  研究ノ－ト 地域の学校で「共に学ぶ」教育の意義と今後の課題  西村愛  

17  研究ノ－ト 
高校教育における身体障害者に対するバリアフリーに関する調査研究－高校へ入学した両下肢機能
障害のある生徒の事例をとおして－  

白石淳  

17  実践研究報告 
家族会による宅老所運動の展開と当事者の主体形成－島根県出雲市「やすらぎの家」の事業実践を
中心に  

渡辺靖志  

17  実践研究報告 ダッカのストリートチルドレンに関する研究  鈴木弥生  

16  巻頭言 地域福祉計画の立案と市民参加  小林良二  

16  論文 
自治体介護保険担当課における「地域福祉権利擁護事業」の連携に関する研究－全国市区町村「地
域福祉権利擁護事業」実態調査を基に－  

筒井孝子・東野定律  

16  論文 地域福祉権利擁護事業の利用に関する考察－投書利用拒否事例の分析から－  
根本久仁子・山崎美貴子・  
福島喜代子・山下興一郎  

16  論文 自治体福祉政策の現代的課題と居住福祉－高浜市居住福祉条例（仮称）の制定過程を事例として－ 加川充浩  

16  論文 
住民参加による計画活動実践におけるプロセス研究－高浜市地域福祉計画策定モデル事業の事例か
ら－  

荒川孝之・伊藤美樹・  
平野隆之  

16 
 

論文 
地域福祉活動計画策定における社会福祉協議会の事業評価に関する研究－住民ニーズ把握の方法と
しての活用－  

増子正・三浦輝美・  
糟屋昌志・都筑光一・  
加藤由美・関田康慶  

16  論文 福祉協同運動としての宅老所の展開と当事者の主体形成－島根県出雲市「ことぶき園」の事業実践 渡辺靖志  
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を中心に－  

16  研究ノ－ト ソーシャルワーク・アドボカシーの理論と実践の戦略  瓦井昇  

16  研究ノ－ト 
地域福祉計画策定の視点に関する検討－福祉サービス・自立支援・個人の尊厳・自己決定権・ノー
マライゼーションをめぐって－  

井上由美子  

16  実践研究報告 バングラデシュにおける子どものメイドへの支援－現地NGOの理念と活動を通して－  鈴木弥生  

16  実践研究報告 
ボランティアセンターにおける相談業務のデータに関する一考察－練馬・豊島両ボランティアセン
ターの比較より－  

平野幸子・河島京美  

16  実践研究報告 知的ハンディキャップを持つ人による福祉教育講師活動  木立正敏  

15  巻頭言 東アジア類型としての日韓地域福祉  井岡勉  

15  追悼 岡村重夫先生を偲ぶ－－－何を学び、発展させるべきか  大橋謙策  

15  追悼 社協発展の最大の功労研究者岡村重夫先生を偲んで  永田幹夫  

15  特別寄稿 韓国における地域福祉実践研究の動向と課題  宋鄭府  

15  論文 1990年代のイギリスにおける契約文化とボランタリー組織への影響  高橋万由美  

15  論文 介護支援専門員による居宅介護サービス計画の「適切さ」に関する主観的評価  筒井孝子  

15  論文 
別府養老院と組織的支援母体の事業展開に関する研究－特に「救護法」「社会事業法」時代の実践
を中心として－  

井村圭壮  

15  論文 ひとり親家庭の生活課題への視点：課題を把握する視点を対象として  小林理  

15  論文 福祉教育実践方法としての体験学習における学習援助者役割に関する考察  佐藤陽  

15  論文 在宅高齢者を支えるための情報活用と権利の擁護  
谷川和子・藤井敏和・  
水田和江  

15  研究ノ－ト 
在宅介護支援センターの再構築における類型化－兵庫県内在宅介護支援センターの聞き取り調査に
基づくこころみ－  

藤原苗  

15  研究ノ－ト 
障害者・高齢者を対象とした出張美容サービスをめぐる現状と課題－サービス供給者への面接調査
からの分析－  

山井理恵  

15  実践研究報告 
高齢者の余暇活動支援方法のあり方に関する一考察－広域社協による高齢者の演劇づくりの成果と
課題－  

新井利民  

14  研究事業 報告:1970年代一社会福祉の転換点をめぐる論議  三浦文夫  

14  研究事業 座談会:自治型地域福祉論形成の歩み  右田紀久恵  

14  論文 障害者雇用政策とマクロ経済政策との関係性分析における国際比較研究  立岡浩  
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14  論文 単身高齢者の生活支援と親族ネットワーク一漁村における親族ネットワーク機能の変化から－  石田路子  

14  研究ノ－ト 「社会事業法」成立から戦時下の高齢者施設に関する研究  井村圭壮  

14  研究ノ－ト 地域高齢者の社会活動への参加状況  
佐藤秀紀・鈴木幸雄・  
松川敏道  

14  研究ノ－ト 高齢者による社会活動の現状と将来的展望－千葉市とガルベストン市での活動を通して－  高橋昌子  

14  実践研究報告 
地方自治体における高齢者福祉施策の歴史的経緯に関する実証的研究－Ａ市における分権と委託を
中心に－  

内山治夫  

14  実践研究報告 在宅高齢者のネットワーク活動  土室修  

14  実践研究報告 「コミュニティソーシャルワーク」の実践－Ｂ医師会地域ケア協力センターの取り組みから－  野田秀孝  

13  巻頭言 巻頭言  三浦文夫  

13  論文 わが国の「寄附の文化」の実態と今後の課題  永田裕  

13 
 

論文 痴呆性高齢者等への小規模多機能型地域ケアの革新性  
平野隆之・高橋誠一・  
大橋美幸・山越孝浩・  
池田昌弘  

13  論文 地域ケアネットワークにおけるホスピスボランティアの役割  藤沢真理子  

13  論文 介護保険と広域連合についての予備的考察－中芸広域連合を素材にして－  水谷利亮  

13  論文 
知的障害者のグループホームにおけるバックアップ形態と入居経路および入居者の特性－全国調査
から－  

渡辺勧持・青山美智恵・  
堀尾富美江・三田優子  

13  研究ノ－ト 地域における母親支援:母乳育児のグループミーティングに着目して  高橋万由美  

13  研究ノ－ト 北海道における里父および里母の生活と意識  佐藤秀紀・鈴木幸雄  

13  研究ノ－ト 住民主体参加型住宅福祉サービス －ジェンダー構造から見る福祉活動の女性－  石田路子  

13  研究ノ－ト 地域福祉における家族の意識－家族福祉論から地域福祉論への提起－  鶴野隆浩  

12  論文 福祉コミュニティ概念の類型化と統合の試み  瓦井昇  

12  論文 
地域福祉計画における住民参加のあり方に関する基礎的研究－「社会福祉問題認識の共有化」の展
開プロセスに関する－試論－  

玉置好徳  

12  論文 ボランタリズムの互酬性  藤沢真理子  

12  論文 介護保険制度導入と在宅介護支援センターの課題－長野県内の施設実態調査結果を踏まえて－  会津文雄  

12  論文 農村地域における農協高齢者福祉活動の現状－福島県の２農協の事例分析－  大友康博  
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12  研究ノ－ト 高齢者の幸福感に健康・家族・生活・性格が果たす役割－富山県の福祉対策への一考察－  村上千恵子  

12  研究ノ－ト 社会福祉施設に対する地域社会(住民)の受け止め方  倉田康路  

12  研究ノ－ト 「介護保険制度と運動体としての社会福祉協議会」  林芳治  

12  研究ノ－ト 「シニア期勤労者における保健福祉事業の認知度」  佐藤秀紀  

12  研究ノ－ト 「日本学術会議、社会福祉・社会保障研究連絡委員会の活動報告」  大橋謙策  

11  論文 
在宅保健福祉サービスの利用に影響する要因に関する研究－地域におけるホームヘルプサービス及
び訪問看護の利用者の分析から－  

筒井孝子  

11  論文 地域在宅高齢者の余暇活動に関連する要因の検討  藤秀紀・友田美香  

11  論文 
アメリカカリフォルニア州サンタクルーズ郡在宅支援サービスプログラムにおける個別援護者に関
する基礎研究  

江原勝幸  

11  論文 
イギリスのソーシャルサービスにおける民間非営利組織と民間財源－寄付をめぐる支援システムと
近年の動向－  

宮城孝・永田祐・清水義久  

11  研究ノ－ト 
「暮らし」に焦点をあてた地域福祉実践史の探索的研究－障害者と「ともに暮らし」続けている「な
ずな」の通信文の分析を通して－  

吉岡久美子  

11  研究ノ－ト ボランティア自身が企画した食事サービス研修  佐久間陽子  

11  特集 中国地方の過疎地・地方都市の特性を踏まえた地域福祉の変遷と展望(中国部会)  

11  特集 浄土真宗の考え方と、北陸地方における地域福祉実践への影響(東海北陸部会)  

11  特集 お遍路と地域福祉(四国部会)  

10  巻頭言 日本地域福祉学会創設10年を迎えて  三浦文夫  

10 
 

座談会 座談会  
大橋謙策・牧里毎治・  
大友信勝・和田敏明・  
高橋紘士  

10  論文 在宅高齢者の社会的統合と日常生活関連動作の関連性－北海道における調査から－  佐藤秀紀・中嶋和夫  

10  論文 施設ボランティア/ボランティア活動者の施設側に対する問題の指摘と対応策  倉田康路  
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