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号数 頁 種別 タイトル 筆者 

第5号 1 巻頭言 実践者にとっての実践研究  諏訪 徹  

第5号 2 

特集 

地域福祉実践

の評価をめぐっ

て 

1.特集の趣旨  
諏訪 徹 

所 めぐみ 

第5号 3 

2.座談会 地域福祉実践の評価をめぐって  

（1）第一部 実践報告 地域福祉実践における「評価」の取り組み 

（2）第二部 座談会 地域福祉実践の評価における「評価」  

▼報告者：乾 光哉・守屋紀雄・ 

菊池 亮 

▼ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：谷口郁美・冷水 豊 

▼実践報告・座談会参加者： 

平野隆之・藤井博志・松端克文・

所 めぐみ 

▼司会：諏訪 徹  

第5号 28 3.実践報告・座談会をふりかえって  所 めぐみ  

第5号 30 

実践報告 

1.子育て期の外出に関するバリアフリー推進の試み―子育ち・子育

てバリアフリー教室の試行を通して―  
山﨑 晋・長谷川万由美  

第5号 39 
2.障害者グループホームにおける災害時アクションカードを使った

防災対策  

金井純子・中野 晋 

清重健次・木内幸子  

第5号 51 3.学校と地域が連携した福祉教育の取り組みに関する一考察  佐藤美知子  

第5号 63 4.生活困窮者に対する「場」と支援に関する一考察  志賀文哉  

第5号 73 5.住宅街にある廃校跡施設を活用した地域組織化活動の試み  齋藤征人・山内玲子  

第5号 80 実践研究 
1.町村における地域福祉活動計画の推進条件に関する実践的研

究―人的資源を中心に―  
朴 兪美・平野隆之  
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号数 頁 種別 タイトル 筆者 

第5号 90 
2.社会的孤立や制度の狭間に対する地域福祉実践の展開方法に

関する研究―量的調査の実践ツールの提案―  

平坂義則・大津裕昭 

高橋健輔・染野徳一 

吉川琢夫・丹下正己 

斉藤雅茂・永田 祐  

第5号 104 
3.生活困窮者への支援後の暮らしの変化に関する考察―大阪の

社会貢献事業（生活困窮レスキュー事業）における追跡調査より― 
片岡哲司  

第5号 112 

地域福祉優秀

実践賞 

（第 10 回） 

受賞団体報告 

第 10 回日本地域福祉学会・地域福祉優秀実践賞の選考について 地域福祉優秀実践賞選考委員会  

第5号 115 
（1）『福祉教育』とサロン活動で切り拓く社協の地域福祉実践―住

民相互で「ふくし」を学びあうプラットホーム創りをめざして―  

社会福祉法人岬町社会福祉協議

会  

第5号 120 
（2）藤里町社会福祉協議会の地域福祉実践報告―CSW として取り

組んだ引きこもり者等支援事業―  
藤里町社会福祉協議会  

第5号 124 
（3）「であい・つながり・げんきになろう」北芝での地域福祉まちづく

り実践  

NPO 法人暮らしづくりネットワーク

北芝  

第5号 
125 

読書案内 

1.「里山資本主義」  評者 岩城和志  

第5号 
126 

2.「地域の<実践>を変える社会福祉調査入門」  評者 川井誉久 

第4号 1 巻頭言 地域福祉実践研究をめぐって  松端克文  

第4号 2 特集 地域福祉

実践における

「記録」のあり方

地域福祉実践に役立つ記録の考え方とその方法  藤井博志  

第4号 8 座談会地域福祉実践における記録について 
報告者：常岡良子・利光有紀・ 

中西知史 進行：松端克文  

第4号 26 実践報告 
1.「地域福祉型研修会」の作り方―「ふれあい・いきいきサロン」全

国研究交流集会を通して―  
山本香織  
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第4号 36 

2.地域密着型NPOのネットワークを活かした調査活動と新たな事業

開発―「孤立しないで安心して生活するための調査」活動を通して

―  

本田和隆  

第4号 46 

実践研究 

1.住民と専門職の協働による地域を基盤としたソーシャルワークの

展開方法―大都市集合住宅のコミュニティ再生に向けた地域福祉

実践研究―  

高橋健輔・吉川琢夫・平坂義則・  

染野徳一・永田祐・川﨑裕子・ 

山田規貴  

第4号 55 
2.地域の居場所の成立過程に関する一考察 

港区「芝の家」の取り組みを事例に  
坂倉杏介  

第4号 71 
3.地域社会に生起する多問題事例のコミュニティ･ソーシャルワーク

機能に関する研究―社会福祉協議会の実践分析を通じて―  
高田浩行  

第4号 83 
4.コミュニティワークを用いた学生ボランティア活動の組織化とその

継続性  
林亜由美  

第4号 91 
地方実践研究

活動 

共に学びあい、共に支え合う場 

－静岡県下社会福祉協議会職員地域福祉研究会の歩み－  
種石進  

第4号 94 

地域福祉優秀

実践賞（第9回）

受賞団体報告 

第９回日本地域福祉学会・地域福祉優秀実践賞の選考について  選考委員会  

第4号 96 1.これまでの堺市社会福祉協議会の地域福祉推進戦略の概要  
社会福祉法人堺市市社会福祉協

議会  

第4号 100 2.主婦たちがつくった”暮らしの砦”－NPOコスモスの家の20年－  NPO法人コスモスの家  

第4号 104 

読書案内 

1.「地域福祉援助をつかむ」  評者：谷口郁美  

第4号 105 2.「孤独死を防ぐ－支援の実際と政策の動向－」  評者：馬場正一  

第3号 1 巻頭言 地域福祉学会が実践研究を大切にする視点  原田正樹  
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第3号 2 

特集 「地域福

祉実践研究」の

視点と方法 

座談会地域福祉実践者は「実践研究」をどう捉えているのか  
報告者：佐藤寿一・勝部麗子・ 

長谷部治 進行：原田正樹  

第3号 7 
実践者による実践研究の方法－『地域福祉実践研究(第2 号)』をも

とに－  

報告者：冷水豊  

発言者：室田信一・永田祐・ 

平坂義則・ 渡辺晴子  

進行：平野隆之  

第3号 15 東日本震災復興支援における地域福祉実践研究の課題  
報告者：池田昌弘・荻田藍子  

進行：藤井博志  

第3号 26 

実践報告 

1.知的障害のある人の地域ネットワークづくりの現状と課題－自分

らしく生活するために－  

西村愛・渡邉洋一・廣森直子・ 

山内修・ 石岡れい子・加藤和仁・

工藤睦美  

第3号 36 

2.小地域福祉推進組織で進めた「（小）地域福祉活動計画」策定へ

の取り組みとプロセス －社協Ｂ支部における小地域福祉活動の

推進作業を通して－  

杉山慶介  

第3号 47 
3.犯罪にかかわる知的障がい者への地域支援について －大津高

齢者・障がい者の権利擁護研究会の取り組みから－  
酒井久美子  

第3号 56 

実践研究 

1.実践的研究としての地域自立支援協議会－豊田市の取り組みか

ら－  
佐藤真澄・平野隆之  

第3号 65 

2.ひとり暮らしの高齢者が抱える課題と要因の分析から見た見守り

活動の実践－東京都墨田区「高齢者みまもり相談室」の相談記録

を基に－  

山田理恵子・高村弘晃  

第3号 72 3.「福祉共育」とサロン活動で切り拓く社協の地域福祉実践  立花直樹・松端克文  

第3号 83 
地方実践研究

活動の紹介 

四国ブロック～地域の暮らし、つなぐ、つなげる、つながる～－句集

にのせて－第9回四国地域福祉実践セミナーin徳島吉野川市・第

15回こんぴら地域福祉セミナー  

日開野博  
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第3号 84 富山県地域福祉研究会「100回続いた富山県地域福祉研究会」  野田智  

第3号 86 

地域福祉優秀

実践賞（第8回）

受賞団体報告 

第8回地域福祉優秀実践賞の選考について  選考委員会  

第3号 88 1.行政・社会福祉協議会・公民館の協働を基盤とした地域福祉実践  

第3号 91 2.地参地笑でまちづくり縦糸に力を－横糸にまごころを－  
社会福祉法人水俣市社会福祉協

議会  

第3号 94 

読書案内 

1.『精神医療に葬られた人びと潜入ルポ社会的入院』  評者：小山美代  

第3号 95 
2.東日本大震災のためのサポーターワークブック『初任者用演習テ

キスト』  
評者：稲田耕太  

第3号 96 
3.『地域福祉から未来へ社協職員が向き合った3.11－宮城からのメ

ッセージ－』  
評者：後藤真一郎  

第2号 1 巻頭言 実証研究法の地域福祉実践への活用  冷水豊  

第2号 2 特集 
フォーカスグループ面接の実践的活用－地域福祉実践研究の方

法ワークショップ－  

報告者：冷水豊・平坂義則  

発言参加者：藤井博志・永田祐・  

所めぐみ・渋谷篤男  

司会：平野隆之  

第2号 19 

実践研究 

1.専門職と地域との「共有の場」の効果と運営方法－「個別支援」か

ら「地域支援」への展開の場とするための実践研究の試み－  

染野徳一・吉川琢夫・平坂義則・

永田祐  

第2号 31 2.滋賀県社会福祉協議会における「研究会事業」の特徴と効果  奥田佑子・谷口郁美  

第2号 41 実践報告 
1.介護サービス従事者の相互研鑽の場づくりに係る実践研究－姫

路市・西播介護サービス実践発表会の取り組みから－  
藤田益伸･武田英樹・田中洋三  
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第2号 49 
2.滋賀県高島市における地域福祉推進計画の取り組み－町村合

併後の地域福祉再編のあり方を巡って－  
井岡仁志  

第2号 57 
地方実践研究

活動の紹介 

地域福祉学会九州・沖縄部会活動報告  高橋信幸  

第2号 59 「大阪市社会福祉研究」の取り組み  堅川知子・植村利弘  

第2号 65 

地域福祉優秀

実践賞（第7回）

受賞団体報告 

第7回地域福祉優秀実践賞の選考について  選考委員会  

第2号 67 
1.「安全で安心な楽しいまちをみんなでつくろう」-日常生活圏域で

の住民活動、話し合い、地域ケアの「場」づくり－  
宝塚市社会福祉協議会  

第2号 71 2.ＮＰＯ法人地域福祉サポートちた活動紹介  NPO法人地域福祉サポートちた  

第2号 74 

読書案内 

1.豊中市社会福祉協議会「社協の醍醐味－住民と行政とともに創

る福祉のまち－」  
岡野英一  

第2号 75 2.藤森克彦「単身急増社会の衝撃」  尾崎百合香  

創刊号 2 特集1 座談会「実践研究を書き終えて」  
所正文・平坂義則・藤井博志・ 

平野隆之  

創刊号 13 

特集2実践研究

の試み 

堺市社協における地域福祉発展戦略としてのコミュニティソーシャ

ルワークの推進  
所正文  

創刊号 24 
地域福祉実践における専門職の連携に関する研究－実践者主体

による実践的研究の試み－  
平坂義則・吉川琢夫・染野徳一  

創刊号 36 
宝塚市における日常生活圏域での場づくりと地域福祉活動の活性

化  
石井信祥  

創刊号 46 実践研究 1.在日コリアン高齢者の尊厳を回復するコミュニティ実践  石川久仁子  
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創刊号 55 
2.知的障害のある人のオープンカレッジの実践と今後の課題－地

域で共に生きる関係性の構築の視点から－  
西村愛・廣森直子  

創刊号 62 
3.NPO運営による介護サービス改善協議会の取り組み－NPO・行

政協働による福祉政策づくりから－  

武田英樹・藤田益伸･小田研二･  

田中洋三  

創刊号 70 
4.岩手県二戸地区広域圏における「いきいき健康教室」の取り組み

－福祉コミュニティの段階的形成を目指して－  
吉田渡･都築光一  

創刊号 78 
5.「研究会事業」という地域福祉研究者の新たな実践現場－高知県

での取り組み事例から－  
朴兪美･平野隆之  

創刊号 89 
6.Ｉ市における地域福祉計画の進行管理に関する実践的研究－進

行管理の事務局のあり方をめぐって－  
澤田和子  

創刊号 98 
7.住民主体を基軸とした地域包括ケアシステムの構築－岡山県総

社市にみる地域協働の軌跡－  
横山奈緒枝  

創刊号 107 実践報告 
1.NPO法人における地域福祉活動と事業運営－川崎コスモスの家

のネットワークを通して－  
本田和隆  

創刊号 117 

地方実践研究

活動の紹介 

北海道地域福祉学会活動報告  白戸一秀  

創刊号 119 関西社協コミュニティワーカー協会の取り組み  前坂良彦  

創刊号 122 滋賀県社会福祉協議会の「社協基盤強化研究会」  谷口郁美  

創刊号 124 

地域福祉優秀

実践賞（第6回）

受賞団体報告 

第6回地域福祉優秀実践賞の選考について  選考委員会  

創刊号 126 
1.住民主体の校区の時代を切り拓く－新たな支え合いの構築とコミ

ュニティソーシャルワーカーの役割－  
豊中市社会福祉協議会  

創刊号 128 
2.地域協働による「小地域ケア会議」を中核とした地域包括ケアシ

ステムの構築  

総社市地域支援包括支援センタ

ー 、総社市社会福祉協議会  
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創刊号 130 

読書案内 

日置真世『日置真世のおいしい地域(まち)づくりのためのレシピ50』 荻田藍子  

創刊号 131 
藤井博志『社協ワーカーのためのコミュニティワークスキルアップ講

座―事例検討法と記録法―』  
井岡仁志  

 


