日本福祉介護情報学会
１

2009 年度事業報告

2009 年度会員総会の開催

【日時】2009 年 12 月 13 日（日）13：20～13：45
【会場】立教大学池袋キャンパス４号館 4342 教室
【内容】
《報告事項》
(1) 会員加入状況（2009 年 12 月 12 日現在）
個人会員

121 名

学生会員

14 名

法人会員

1 法人（登録

2 名）

(2) 第４期役員選挙の結果と理事の役割分担について
(3) 名誉会員の推薦について
(4) 専門部会設置規程の制定について
(5) 研究紀要『福祉情報研究第５号』『福祉情報研究第６号』『福祉情報研究第７号』
について
(6) 福祉情報研究会『福祉・介護の情報学』の発行について
(7) サーバーの移行について
(8) ニュースレターのメールマガジン化について
(9) ホームページ委員会の設置について
《審議事項》
(1) 2008 年度事業報告・決算
(2) 2009 年度事業計画・予算
(3) 会則の変更について
《その他》
(1) 2010 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】27 名
２

理事会の開催

(1) 第１回理事会
【日時】2009 年 5 月 31 日（日）15：00～17：00
【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) 第４期役員選挙結果と新役員の決定について
(2) 会員入会審査
(3) 名誉会員の推薦について
《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５号』の進捗状況

(3) ニュースレターの発行について
(4) 「都道府県・指定都市社協情報活動実態調査」の分析について
(5) ホームページのリニューアルについて
《協議事項》
(1) 第４期役員体制と理事の役割分担について
(2) 2008 年度事業報告・決算について
(3) 2009 年度研究大会について
(4) 2009 年度学習会について
(5) 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
《その他事項》
(1) 今年度の予定
(2) これまでの理事会等で提起された学会の課題整理
(2) 第２回理事会
【日時】2009 年９月６日（日）10：00～12：00
【会場】立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 3 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) 柳澤理事の就任報告
(3) 社会保障カード学習会報告
(4) 『福祉情報研究第５号』の進捗状況について
(5) 『生活支援の情報学』の進捗状況について
(6) 「都道府県社協情報活動実態調査」の進捗状況について
(7) 会員申込書の作成について
(8) その他
《協議事項》
(1) 2009 年度研究大会の内容と開催要項（案）について
(2) 『福祉情報研究第６号』の発行について
(3) Web サーバーの移行について
(4) ニュースレターのメール・マガジン化について
(5) その他
《その他事項》
(1) 2010 年度の研究大会について
(2) 今年度の予定
(3) 第３回理事会
【日時】2009 年 12 月 12 日（土）17：30～19：30

【会場】池袋キャンパス 12 号館 2 階会議室
【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) 『福祉情報研究第５号』の進捗状況について
(3) 『福祉情報研究第６号』の進捗状況について
(4) 「都道府県社協情報活動実態調査」の進捗状況について
(5) 『福祉・介護の情報学』の発行について
(6) サーバー移行の進捗状況について
(7) ホームページ委員会の設置について
(8) ニュースレターのメールマガジン化について
(9) 会員申込書の作成について
(10)その他
《協議事項》
(1) 2009 年度研究大会について
(2) 会員総会について
(3) 専門委員会設置規程の制定について
(4) 『福祉情報研究第７号』の発行について
(5) ニュースレター２号の発行について
(6) その他
《その他事項》
(1) 2010 年度の研究大会について
(2) 今年度の予定
(4) 第４回理事会
【日時】2010 年３月 22 日（月）10：00～12：00
【会場】立教大学池袋キャンパス 13 号館 1 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)
(7)

退会届の受理について
前回議事録の確認
第 10 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
紀要『福祉情報研究第６号』の発行について
ニュースレターの発行について
ホームページ委員会活動報告

(8) その他
《協議事項》
(1) 2010 年度事業計画（案）・予算（案）について
(2) 2009 年度事業報告（見込み）・決算（見込み）について
(3) 研究紀要『福祉情報研究第７号』の構成について
(4) 2010 年度第 11 回研究大会について
(5) 2010 年度学習会について
《その他》
①
②
３

2010 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 2009 年９月６日（日）12：00～13：00 立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 3
会議室
②

2010 年３月 22 日（月）12：00～13：00

立教大学池袋キャンパス 13 号館 1 階会

議室
(2) ホームページ委員会の設置準備
ホームページ委員会を立ち上げるための規定の整備、内容や方向性の検討などの設置
準備を行った。
４

第 10 回研究大会の開催

【日 時】2009 年 12 月 13 日（日） 10：00～17：00
【会

場】立教大学池袋キャンパス４号館４３４２教室

【開催校】立教大学
【参加者】60 名
【テーマ】「地域包括ケアを支える情報システムの課題と展望
～日本福祉介護情報学会の 10 年とこれからのあり方～」
【内

容】

《自由研究発表》
①

10:00～12:30

「静岡県老人福祉施設における４年間の情報化の変遷」
発表者

②

岩井

宏氏（静岡福祉大学）

「自治体の安全・安心に関する施策及び関連サービスに対する住民意識調査の報
告」

③

発表者

田中

康裕氏（早稲田大学）

「医療・福祉への ICT ナレッジマネッジメントプロセスの検討－医療の CS(顧客
満足度)向上への暗黙知の表出化への考察から－」
発表者

④

義人氏（摂南大学）

「公共輸送機関における障害者割引制度とＩＣ式カード乗車券についての考察」
発表者

⑤

田井
井上

俊孝氏（西九州大学）

「高齢者施設を中核とした緊急災害や緊急事態のための一斉連絡システムに関す

る実証研究」
発表者
⑥

木島

真央氏（特定非営利活動法人せんだいアビリティネットワーク）

「福祉サービス第三者評価者の専門性に関する一考察～専門性構造モデルの妥当
性の検討～」

発表者

村田

道彦氏（芦屋女子短期大学）

《記念講演》

13：45～14：25

「日本福祉介護情報学会の 10 年とこれからのあり方～地域包括ケアを支える情報化を
巡って～」

高橋

紘士氏（学会代表理事

《シンポジウム》

立教大学）

14：30～17：00

「地域包括ケアを支える情報システムの課題と展望」
（シンポジスト）筒井

孝子会員（国立保健医療科学院）

「地域連携のための情報共有の課題と展望（地域連携パス）」
前田

みゆき理事（日立製作所）

「地域包括ケアを支える情報ネットワーク技術の将来展望」
小川

晃子理事（岩手県立大学）

「地域ケアにおける自立とインフォーマルサポートへの情報支援」
東内

京一氏（厚労省老健局総務課課長補佐）

「地域包括ケアにおける行政の情報化の課題と展望」
（コメンテーター）

高橋紘士代表理事

（コーディネーター）生田正幸理事
５

学習会の開催

【日 時】2009 年 9 月 5 日（土）13：30～15：30
【会 場】立教大学池袋キャンパス 14 号館 D301 教室
【テーマ】「社会保障カードとは何か」（第３回社会保障カード学習会）
【内 容】① 「社会保障カード(仮称)の検討状況について」
講師：田中 義高氏（厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室）
【参加者】68 名
６

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
と『福祉・介護の情報学』の発行
前年度に引き続き、理事を中心に標記研究会への参加と協力を行い、12 月に『福祉・
介護の情報学』（オーム社）を刊行した。
(2) 「都道府県・指定都市社会福祉協議会情報活動実態調査」の分析・報告
前年度行った「都道府県・指定都市社会福祉協議会情報活動実態調査」の分析を行い
報告の概要を研究紀要５号に掲載した。
７

学会紀要『福祉情報研究第５号』の発行と第６号・第７号の準備

(1) 学会紀要『福祉情報研究

第５号』を発行し、会員に配布した。

(2) 学会紀要『福祉情報研究

第６号』『第７号』の発行準備を行った。

８

ニュースレターの発行

(1) 第１号（通巻第 15 号）

年３回（通巻 12 号～14 号）を発行した。
2009 年 8 月 10 日発行

（主な内容）
「学習会案内」「第４期役員選挙結果」「第４期執行部体制」
「第 10 回研究大
会案内」「学会紀要第５号について」など
(2) 第２号（通巻第 16 号）

2009 年 10 月 1 日発行

（主な内容）
「第 10 回研究大会案内」
「学習会報告」「ホームページ委員会報告」「学会紀
要について」
「『福祉・介護の情報学』の出版」など
(3) 第３号（通巻第 17 号） 2010 年３月 31 日
（主な内容）
「第 10 回研究大会を終えて」「2008 年度決算」「第 11 回大会案内」「学会紀
要」「HP 委員会の動向」など
９

ホームページの運営

(1) ホームページ委員会を設置し、ホームページのあり方について検討した。
委員長：村井

祐一理事（田園調布学園大学）

委

員：番匠

一雅会員（田園調布学園大学）

川名

正昭会員（田園調布学園大学）

北舘

一弥会員（日本ＩＴ広報）

オブザーバー：須永

誠理事

(2) ホームページの充実を図るため、学会サーバーの移行を行った。
(3) ホームページのコンテンツの更新・充実を図った。
10

名誉会員の推薦
学会会則第５条 5)に基づき、岡本民夫会員を名誉会員に推薦した。
（推薦理由）本学会設立呼びかけ人であり、第１期～第３期を通じて監事を務めた。

11

役員の改選
第４期の役員選挙を行い、理事・監事を選出した。

(1) 投票数、投票率
投票数：選挙権保有者 119 名
投票総数 39 名（内、白票 1 票）
投票率 32.8%
(2) 選挙結果
《理事》（被選挙理事ならびに代表理事の推薦による理事）
飯村史恵氏（東日本国際大学）、生田正幸氏（関西学院大学）、小川晃子氏（岩手県立
大学）、須永誠氏（東京都社会福祉協議会）、高橋紘士氏（立教大学）、林恭裕氏（北翔
大学）、古田清美氏（全国社会福祉協議会）、前田みゆき氏（日立製作所）、村井祐一氏
（田園調布学園大学）、森本佳樹氏（立教大学）
、柳澤公彦氏（厚生労働省）
《監事》
石川治江氏（ケア・センターやわらぎ）、内田斉氏（アライド・ブレインズ）

(3) 理事の役割分担
代表理事：高橋紘士
副代表理事：生田正幸、森本佳樹
総務：森本佳樹（総括

事務局長兼務）

庶務：須永誠、森本佳樹
会計・経理：須永誠、飯村史恵
名簿管理：村井祐一、須永誠
企画：生田正幸、森本佳樹
研究大会：林恭裕、生田正幸、森本佳樹
学習会：前田みゆき、森本佳樹
学会紀要：林恭裕、生田正幸、古田清美、飯村史恵
広報：生田（総括）
ホームページ：村井祐一、生田正幸、柳澤公彦
ニュースレター：小川晃子、須永誠
渉外：前田みゆき、古田清美、柳澤公彦
各種委員会
学会紀要『福祉情報研究』編集委員会委員長：生田正幸
ホームページ委員会委員長：村井祐一
ニュースレター編集委員会委員長：小川晃子
学習会企画委員会委員長：前田みゆき
監事
石川治江、内田斉
12

学会の運営

(1) 事務処理の効率化
会員名簿の整理を行った
(2) 会則の変更
監事の選出にかかわる会則の変更を行った。
(3) 規程の整備
専門部会設置規程を制定した。
13

会員状況（2010.3.31 現在）

個人会員

122 名

学生会員

15 名

名誉会員

1名

