日本福祉介護情報学会
１

2008 年度事業報告

2008 年度会員総会の開催

【日時】2008 年 11 月９日（日）13：15～13：45
【会場】北翔大学

７号棟２階 722 教室

【内容】
《報告事項》
(1) 会員加入状況（2008 年 11 月 9 日現在）
個人会員

121 名

学生会員

31 名

法人会員

3 法人（登録

4 名）

(2) 研究紀要『福祉情報研究第５号』『福祉情報研究第６号』について
(3) 「都道府県・指定都市社会福祉協議会情報活動実態調査」について
(4) 福祉情報研究会『生活支援の情報学（仮題）』について
《審議事項》
(1) 2007 年度事業報告・決算
(2) 2008 年度事業計画（案）・予算（案）
(3) 第４期役員選挙について
《その他》
(1) 2009 年度研究大会の開催について
(2) 住所等変更届の提出のお願い
【参加者】22 名
２

理事会の開催

(1) 第１回理事会
【日時】2008 年６月１日（日）10：30～12：00
【会場】立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 1 会議室
【議案】
《審議事項》
(1) 会員加入の件
《報告事項》
(1) 前回議事録の確認
(2) 研究紀要『福祉情報研究第４号』の進捗状況
(3) ニュースレターの発行について
(4) 「福祉介護情報化関連アーカイブ」の作成について
(5) ホームページのリニューアルについて（ポータルサイト開設の進捗状況を含む）
(6) 会員申込書の作成について
《協議事項》

(1) 2007 年度事業報告・決算について
(2) 2008 年度研究大会について
(3) 研究紀要『福祉情報研究第５号』の構成と投稿論文査読について
(4) 2008 年度学習会について
《その他事項》
(1) 今年度の予定
(2) 2008 年度理事の役割分担
(3) これまでの理事会等で提起された課題
(4) 2009 年度研究大会の開催地について
(5) 東京都福祉情報資料室の資料について
(2) 第２回理事会
【日時】2008 年９月７日（日）10：30～12：00
【会場】東京都社会福祉協議会 12 階会議室
【議案】
《審議事項》
(1) 会員加入の件
《報告事項》
(1) 会員退会の件
(2) 前回議事録の確認
(3) ニュースレターの発行について
(4) 「福祉介護情報化関連アーカイブ」の作成について
(5) 会員申込書の作成について
《協議事項》
(1) 学習会の役割分担について
(2) 2008 年度研究大会の内容と開催要項（案）について
(3) 『福祉情報研究第５号』の進捗状況
(4) 『福祉情報研究第６号』の発行について
(5) 都道府県社協の情報活動の実態調査票
(6) ＮＴＴデータ福祉情報化研究会の成果の扱いについて
(7) 第４期役員体制について
《その他事項》
(1) 今年度の予定
(2) 2009 年度の研究大会について
(3) 第３回理事会

【日時】2008 年 11 月８日（土）18：00～20：00
【会場】札幌市厚別区民センター小会議室
【議案】
《審議事項》
(1) 会員加入の件
《報告事項》
(1) 会員退会の件
(2) 前回議事録の確認
(3) 紀要『福祉情報研究第５号』の発行について
(4) 「都道府県・指定都市社会福祉協議会情報活動実態調査」について（経過報告）
(5) 福祉情報研究会『生活支援の情報学（仮題）』について（経過報告）
《協議事項》
(1) 研究大会について
(2) 会員総会について
(3) 紀要『福祉情報研究第６号』の発行について
(4) ニュースレターの発行について
(5) 第４期役員選挙について
(6) 並びに学習会について
(7) 2009 年度研究大会について
(4) 第４回理事会
【日時】2009 年３月 22 日（日）10：00～11：30
【会場】立教大学池袋キャンパス 11 号館 4 階会議室
【議案】
《審議事項》
(1) 会員加入の件
《報告事項》
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

法人会員登録者の変更について
退会届の受理について
前回議事録の確認
第９回研究大会報告
紀要『福祉情報研究第５号』の発行について
「都道府県・指定都市社会福祉協議会情報活動実態調査」について

《協議事項》
(1)
(2)
(3)
(4)

2009 年度事業計画（案）・予算（案）について
2008 年度事業報告（見込み）・決算（見込み）について
研究紀要『福祉情報研究第６号』の構成と投稿論文査読について
2009 年度第 10 回研究大会について

(5) 2009 年度学習会について
(6) 役員改選について
《その他》
①
②
３

2009 年度の予定
理事の役割分担

各種委員会の開催

(1) 『福祉情報研究』編集委員会の開催
①

2008 年６月１日（日）12：00～13：00

立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 1

会議室
②
４

2008 年 11 月８日（土）17：00～18：00

札幌市厚別区民センター小会議室

第９回研究大会の開催

【日 時】2008 年 11 月９日（日） 10：00～17：00
【会

場】北翔大学

７号棟２階 722 教室

【開催校】北翔大学
【参加者】約 45 名
【テーマ】当事者・利用者の生活支援としての福祉情報化
【内

容】

《自由研究発表》
①

10:00～12:30

「電話自動応答システムを活用した予防型安否確認システムの提案」
発表者

②

小川

晃子氏（岩手県立大学）

「高齢者の能動的発信による安否確認システムの利用端末に関する評価」
発表者

斉藤

建児氏（川井村社会福祉協議会）

③ 「情報セキュリティ内部監査結果の推移と課題-日野市役所における監査過程を事
例に-」
④

発表者

大谷

二郎氏（日野市役所）

「福祉サービス第三者評価者のコミュニケーションスキルに関する一考察～評価
者と事業者の対話（ダイアローグ）を中心に～」
発表者

⑤

村田

「高齢者施設を中心とした防災のための一斉連絡システムに関する実証研究」
発表者

⑥

道彦氏（芦屋女子短期大学）
漆山

純一氏（東北福祉大学）

「地域福祉実践の情報化に関する基礎的研究（その２）」
発表者

小沼

春日氏（藤女子大学）

《基調報告》
「北海道における福祉情報化の取り組み」
《シンポジウム》

13：50～14：20
林

恭裕氏（北翔大学）
14：30～17：00

「北海道における当事者・利用者の生活支援としての福祉情報化の取り組み」
シンポジスト：

○「ＩＴを活用した在宅障害者支援」

飯村富士雄氏（NPO 法人札幌チャレンジド）

○「情報共有のための開発と運用」

能登

肇氏（社会福祉法人釧路啓生会）

○「地域包括支援センターにおける福祉情報化の取り組み」

松林 邦明氏

（社会福祉法人旭川市社会福祉協議会旭川市中央・新旭川地域包括支援センター）
○「ひとり暮らし高齢者と地域のふれあい事業―富良野市生活支援コミュニティ・
ネットワークシステム」
コーディネータ：林

渉氏（富良野市社会福祉協議会）

恭裕氏（北翔大学）

コメンテーター：森本
５

濱本

佳樹氏（立教大学）

学習会の開催

【日 時】2008 年 9 月 7 日（日）13：30～16：30
【会

場】東京都社会福祉協議会会議室

【テーマ】「IT 政策と社会保障カード」（第 2 回「社会保障カード」学習会）
【内 容】① 「ＩＴ政策ロードマップと重点計画－2008」
講師：衛藤 嘉之氏（内閣官房ＩＴ担当室）
② 「社会保障カード(仮称)の検討状況について」
講師：大竹 雄二氏（厚生労働省社会保障カード推進室）
【参加者】43 名
【協
６

賛】保健医療福祉情報システム工業会（ＪＡＨＩＳ）
研究活動

(1) ＮＴＴデータシステム科学研究所所管のプロジェクト「福祉情報化研究会」への協力
理事を中心に標記研究会への参加と協力を行った。
(2) 都道府県・指定都市社会福祉協議会に対して「都道府県・指定都市社会福祉協議会情
報活動実態調査」を行った。
７

学会紀要『福祉情報研究第５号』の発行と第６号の準備

(1) 学会紀要『福祉情報研究

第５号』の編集作業を行った。

(2) 2009 年１月末日を原稿締め切りとして第６号の発行準備を行った。
８

ニュースレターの発行

年３回（通巻 12 号～14 号）を発行した。

(1) 第１号（通巻第 12 号） 2008 年７月 14 日発行
（主な内容）
「第９回研究大会案内」
「紀要第５号について」
「学習会について」「2008 年
度事業計画・予算」など
(2) 第２号（通巻第 13 号）

2008 年 9 月 25 日発行

（主な内容）
「第９回研究大会案内」
「学習会報告」「紀要第５号・第６号について」など
(3) 第３号（通巻第 14 号）2009 年 2 月 10 日

（主な内容）
「第９回研究大会を終えて」
「2007 年度決算」
「第 10 回大会案内」
「第４期
役員選挙案内」「学会紀要」など
９

ホームページの運営
ホームページのコンテンツの更新・充実を図った。

10

事務処理の効率化

(1) 会員名簿の整理を行った。
(2) 役員選挙に向けて、会費長期未納者・滞納者の整理を行った。
11

会員状況（2009.3.31 現在）
正会員

126 名

学生会員

27 名

法人会員

3 法人（登録 4 名）

