
日本福祉介護情報学会 2012 年度事業報告 
 

１ 2012 年度会員総会の開催 

【日時】2012 年 11 月 11 日（日）12：40～13：10 

【会場】岩手県立大学アイーナキャンパス８階研修室 812 

【内容】 

《報告事項》 

(1) 会員加入状況（2012 年 11 月 11 日現在） 

個人会員 113 名  学生会員 18 名 名誉会員 1 名 

(2) 第５期役員選挙の結果と役員体制について 

(3) 研究紀要『福祉情報研究８・９号』について 

(4) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」について 

《審議事項》 

(1) 2011 年度事業報告・決算 

(2) 2012 年度事業計画（案）・予算（案） 

《その他》 

(1) 2013 年度研究大会の開催について 

(2) 研究紀要『福祉情報研究 10 号』について 

(3) 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】2012 年 5 月 20 日（日）13：00～16：00 

【会場】立教大学池袋キャンパス 12 号館 2 階会議室 

【議案】 

《審議事項》 

(1) 第５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 

《報告事項》 

(1) 退会届の受理 

(2) 前回議事録の確認 

(3) 研究紀要『福祉情報研究第８号』の進捗状況について 

(4) ニュースレターの発行について 

(5) ホームページのリニューアルについて 

《協議事項》 

(1) 第５期役員体制と理事の役割分担について（資料⑤） 

(2) 2011 年度事業報告・決算について（資料⑥） 

(3) 2012 年度研究大会について 

(4) 2012 年度学習会について 



(5) 研究紀要『福祉情報研究第９号』の構成と投稿論文査読について 

(6) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」の進捗状況について 

《その他事項》 

(1) 今年度の予定 

 

(2) 第２回理事会 

【日時】2012 年 9 月 1日（土）15：30～17：30 

【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) 会員入会審査 

《報告事項》 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 『福祉情報研究第７号』の発行と『福祉情報研究第８・９合併号』の進捗状況に

ついて 

(3) ニュースレターの発行について 

(4) ホームページ委員会報告 

(5) 2012 年度学習会について 

《協議事項》 

(1) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」について 

(2) 「東日本大震災についてのともなう学会プロジェクト」に伴う予算補正について 

(3) 2012 年度研究大会について 

(4) 理事の欠員補充並びに生田副代表理事の去就について 

(5) その他 

①アクティブ福祉 in 東京'12 の後援名義依頼について 

《その他事項》 

(1) 今年度の予定 

 

(3) 第３回理事会 

【日時】2012 年 11 月 10 日（土）16：00～18：00 

【会場】岩手県立大学アイーナキャンパス学習室４ 

【議案】 

《審議事項》 

(1) 会員入会審査 

《報告事項》 

(1) 前回議事録の確認 

(2) 『福祉情報研究第８・９合併号』の進捗状況について 

(3) ニュースレターの発行について 

《協議事項》 

(1) 研究大会について 



①申込み状況 

②進行と役割分担 

③自由研究発表者の紀要投稿第一次審査について 

(2) 会員総会について 

(3) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」に伴う予算補正について 

(4) 川森理事の役割について 

(5) ホームページのリニューアル契約について 

(6) 紀要発行体制の改編について 

(7) 研究紀要『福祉情報研究 10 号』の企画について 

(8) 2013 年度研究大会について 

(9) その他 

①会員提案「福祉情報原論研究部会設置の要望」について 

②研究企画補助の事業化について 

《その他事項》 

(1) 今年度の予定 

 

(4) 第４回理事会 

【日時】2013 年 3 月 16 日（土）13：30～16：00 

【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) 会員入会審査 

《報告事項》 

(1) 退会届の受理について 

(2) 前回議事録の確認 

(3) 第 13 回研究大会報告 

(4) ホームページのリニューアルについて 

(5) 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」の進捗状況について 

《協議事項》 

(1) 2013 年度事業計画（案）・予算（案）について 

(2) 2012 年度事業報告（見込み）・決算（見込み）について 

(3)『福祉情報研究第８・９合併号』の進捗状況・『福祉情報研究 10 号』の企画並びに

紀要の編集・発行体制の強化について 

(4) ニュースレター発行体制の強化について 

(5) 2013 年度研究大会について 

(6) 2013 年度学習会について 

(7) 「福祉情報原論研究部会」の設置について 

(8) 「研究企画奨励助成制度」の創設について 

《その他事項》 

(1) 2013 年度の予定 



 

３ 各種委員会の開催 

(1) 『福祉情報研究』編集委員会の開催 

①2012 年 5 月 20 日（日）16：00～17：00 立教大学池袋キャンパス 12 号館 2 階会議室 

②2012 年 9 月 01 日（土）17：30～18：30 立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 3会

議室 

③2012 年 11 月 10 日（土）16：00～18：00 岩手県立大学アイーナキャンパス学習室４ 

④2013 年 03 月 16 日（土）16：00～17:00 立教大学池袋キャンパス 12 号館地下第 1

会議室 

 (2) ホームページ委員会の開催 

① 2012 年 4 月 6 日（金）18：00～20：00 田園調布学園大学 村井研究室 

② 2012 年 5 月 13 日（日）18：00～20：00 田園調布学園大学 村井研究室 

③ 2012 年 9 月 25 日（火）15：30～17：00 田園調布学園大学 村井研究室 

 

４ 第 13 回研究大会の開催 

【日 時】2012 年 11 月 11 日（日） 10：00～17：00 

【会 場】岩手県立大学アイーナキャンパス学習室 1・2／研修室 812 

【開催校】岩手県立大学 

【参加者】55 名 

【テーマ】3.11 における福祉・介護情報の混乱と活用―復興に向けて検証する 

【内 容】 

《自由研究発表》10:00～12:00 

■Ａ会場：学習室１ 

①地域包括ケアの実現に向けた生活圏域単位での社会資源情報の可視化に関する調査

研究 【その１】生活圏域単位での社会資源情報の収集及び活用に関する実態調査 

小沼 春日（藤女子大学人間生活学部） 

②地域包括ケアの実現に向けた生活圏域単位での社会資源情報の可視化に関する調査

研究 【その２】生活圏域単位での社会資源情報の収集及び活用に関する事例調査 

林 恭裕（北翔大学人間福祉学部） 

 

③特別養護老人ホームから要援護者に対する情報公開の実態調査 

～ウェブサイトによる情報公開の必要性～ 

北舘 一弥（東京福祉大学大学院） 

④福祉分野における情報化に関する歴史的研究-1 

平野 貴大（駿河台大学） 

 

■Ｂ会場：学習室２ 

①住民支え合いマップへの取り組みがもたらす地域ネットワークの変容 

―Ｉ県Ｈ町におけるケーススタディから考察する 

青澤 希（岩手県立大学大学院） 



②介護支援専門員の資質が事業所経営に及ぼす影響 

―岩手県内における調査をもとにして― 

熊谷 雅順（岩手県立大学 大学院） 

③Ａ市仮設住宅団地における高齢者見守りマネジメントシステムの検証（中間報告） 

佐藤 美喜子（東北大学大学院） 

④被災地における ICT（情報通信技術）を活用した生活支援型コミュニティづくり 

―鵜住居での取り組みを事例として 

小川 晃子（岩手県立大学社会福祉学部） 

 

《シンポジウム》13：30～17：00 

テーマ「3.11 における福祉・介護情報の混乱と活用―復興に向けて検証する」 

（シンポジスト） 

・地域福祉と障がい福祉復興支援の立場から 

小田原照雄氏（いわて障がい福祉復興支援センター） 

・復興における生活支援の立場から 

内藤和宏氏（岩手県復興局生活再建課） 

・災害ボランティアコーディネートにおいて 

根田秋雄氏（岩手県社会福祉協議会地域福祉企画部） 

・社会福祉士会の支援において 

佐々木裕彦氏（岩手県社会福祉士会・社会福祉法人岩手和敬会青和敬荘） 

・自閉症支援において  

小川博敬氏（岩手県自閉症協会・指定相談支援事業所サポートにじ） 

・被災地における社会福祉協議会の立場から 

菊池亮氏（釜石市社会福祉協議会） 

・被災地における高齢者グループホーム・小規模多機能施設運営の立場から 

松田宇善氏（コンフォートライフ合同会社） 

・被災地における仮設住宅団地サポートセンター運営の立場から 

石田正子氏（社会福祉法人愛恵会鵜住居サポートセンター） 

（コーディネーター）小川 晃子（学会副代表理事・岩手県立大学） 

（コメンテーター） 高橋 紘士（学会代表理事・国際医療福祉大学） 

森本 佳樹（学会副代表理事・立教大学） 

 

５ 学習会の開催 

【日 時】2012 年 9 月 1日（土）13：30～15：00 

【会 場】立教大学池袋キャンパス 14 号館 501 号室 

【テーマ】医療・介護分野の情報連携と番号制度 

【内 容】厚生労働省参事官(情報政策担当) 西村 淳 氏 

【参加者】35 名 

 

６ 「東日本大震災にともなう学会プロジェクト」について 



(1) 盛岡・釜石におけるヒアリング調査① 

【日時】2012 年 9 月 2日（日）13：00～20：00 

【場所】岩手県立大学アイーナキャンパス 学習室 2ほか 

【テーマとヒアリング対象者】 

①地域福祉と障がい福祉復興支援の立場から 

小田原照雄氏（いわて障がい福祉復興支援センター） 

②復興における生活支援の立場から 

内藤和宏氏（岩手県復興局生活再建課） 

③自閉症支援において 

小川博敬氏（岩手県自閉症協会・指定相談支援事業所サポートにじ） 

④社会福祉士会の支援において 

佐々木裕彦氏（岩手県社会福祉士会・社会福祉法人岩手和敬会青和敬荘） 

(2) 盛岡・釜石におけるヒアリング調査② 

【日時】2012 年 9 月 3日（月） 

【場所】釜石市鵜住居サポートセンター、コンフォートライフ合同会社ほか 

⑤被災地における仮設住宅団地サポートセンター運営の立場から 

石田正子氏（社会福祉法人愛恵会鵜住居サポートセンター） 

⑥被災地における高齢者グループホーム・小規模多機能施設運営の立場から 

松田宇善氏（コンフォートライフ合同会社） 

 

７ 学会紀要『福祉情報研究第７号』の発行と第８号・第９号の準備 

(1) 学会紀要『福祉情報研究 第７号』を発行し、会員に配布した。 

(2) 学会紀要『福祉情報研究 第８号・第９号』を合併号として発行することとし、発行

準備を行った。 

 

８ ニュースレターの発行  年１回（通巻 24 号）の発行に留まった。 

(1) 第１号（通巻第 24 号） 2012 年 9 月 5 日発行 

（主な内容）「第 13 回研究大会案内」「第 5期役員選挙結果」「第 5期執行部体制」「学習

会報告」「学会紀要について」「東日本大震災に関わる学会プロジェクト」

など 

 

９ ホームページの運営 

(1)ホームページ委員会の立ち上げとリニューアルに向けた取り組み 

ホームページ委員会を立ち上げ、メーリングリストにて下記の件に関する話し

合いの準備を行った。 

①本学会の広報・広聴理念と広報・広聴規定の策定 

②ホームページを基盤とした広報・広聴の運営方針 

③ホームページリニューアル後の掲載コンテンツ（案）作製 

④ウェブサイトリニューアル仕様書の要件定義 

⑤ウェブサイトリニューアル業者候補選定 



⑥リニューアル後のホームページ委員会の役割 

⑦ウェブサイトリニューアル業者からの提案書の評価 

⑧ウェブサイトリニューアル業者候補選定 

⑨ウェブサイトリニューアル業者選定結果を理事会に報告 

 

 

10 関係学会・団体との連携 

(1) 第 32 回医療情報学連合大会（2012 年 11 月 15 日（木）～17 日（土））への協賛 

 

11 学会の運営  

(1) 事務処理の効率化  

学会の運営に関して、理事が分担してほとんどの事務・事業を行っているが、それぞれ

の理事の負担が大きく、そのため、学会紀要やニュースレターの発行が遅れがちである。

今後、理事以外で事務・事業を補佐する役割を会員に依頼したり、事務の効率化を進める

必要がある。 

 

12 会員状況（2013.3.31 現在） 

 正会員  114 名 

 学生会員  18 名 

 名誉会員   1 名 

 


