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Ⅰ．開催要項 

１ 大会趣旨 

日本福祉介護情報学会では、社会福祉基礎構造改革などに見られる社会福祉の新し

い潮流に対して、情報技術はどのようなサポートができるのか、あるいは福祉情報論

の見地からどのように考えたらよいのかなどについて、これまで多角的に検討してき

ました。 

ご承知のように、介護保険制度の見直しを2005年４月に控え、地域における介護サ

ービスの提供体制（＝地域ケアシステム）を、どのように展開していくのかについて

議論と検討が進められています。また、ケアをめぐる地域格差が各地で拡大し、保険

者である地方自治体の姿勢、利用者である被保険者の問題意識、事業者のあり方をは

じめ、それぞれの地域の取り組みに注目が集まっています。 

一体、地域ケアは、今後、どのようにあるべきなのでしょうか。そして、地域ケア

の基盤として不可欠の役割を担っている情報システムとＩＴは、どのような方向をめ

ざすべきなのでしょうか。また、地域における福祉情報のマネジメントは、いかに為

されるべきなのでしょうか。それぞれの地域の特性を活かした地域ケアと、それを支

えるための情報システムやＩＴのあり方、すなわち地域における福祉情報化のあり方

が、改めて問われていると考えられます。 

そこで、日本福祉介護情報学会では、「地域ケアを支える情報システムとＩＴの未

来」をテーマに、これまでの到達点、現状と課題、今後の方向性等について、関係各

位の経験を共有し、ともに考えるため、以下の要領で第５回研究大会を開催すること

に致しました。今回の研究大会は、本学会としては初の東京圏を離れての開催となり

ます。岩手の地域性を活かした個性豊かな研究大会として、多様なプログラムが予定

されておりますので、多くの方々の積極的な参加をお待ちしております。 

２ テーマ 

地域ケアを支える情報システムとＩＴの未来 
３ 主 催 

日本福祉介護情報学会 
４ 開催校 

岩手県立大学 
５ 後 援 

岩手県・滝沢村・岩手県社会福祉協議会・日本社会福祉士会岩手県支部・ 

岩手県介護支援援専門員協会・ＮＨＫ盛岡放送局・岩手日報社 

６ 日 時 

２００４年１１月６日（土） 10時 30分～17時 15分 
７ 会 場 
岩手県立大学 講堂・共通講義棟１階 

〒020-0193 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子152-52 

《連絡先》 電話 019-694-2376 ・ FAX 019-694-2301 

 E-mail:jissi@ml.iwate-pu.ac.jp  

 URL http://www.iwate-pu.ac.jp/home/rikio/jissi/ 
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Ⅱ．プログラム 

 

10：00～10：30 受付（共通講義棟入り口） 

 

10：30～12：10 自由研究発表（共通講義棟 講義室１０１、１０６） 

  ＜11：00～12：45 話題提供者展示（共通講義棟１０８、１０９）＞ 

12：10～12：45 休憩   

 

12：45～13：15 学会総会（講堂） 

 

13：15～13：20 休憩 

 

13：20～13：30 開催校から（講堂） 

         挨拶 岩手県立大学社会福祉学部長 細江 達郎氏 

 

13：30～15：00 鼎談「これからの福祉 ～科学と文化の交差点～」 

【公開講座】（講堂） 

 

         西澤 潤一氏（岩手県立大学学長） 

熊坂 義裕氏（岩手県宮古市長） 

高橋 紘士氏（立教大学教授・学会代表理事） 

 

 

15：00～15：10 休憩 

 

15：10～17：15  シンポジウム「地域ケアを支える新たなテクノロジーと文化」 

【公開講座】（講堂）  

        司会：生田 正幸氏（立命館大学教授・学会副代表理事） 

 

15：10～16：30 話題提供－みちのく福祉情報風土記 

話題提供者：遠野市（菊池永菜氏）・川井村社会福祉協議会（大洞敦子氏）・

㈱ワイズマン（古澤正氏）・モリーオ（株）（鎌田弘之氏）・

東日本電信電話（株）岩手支店（柏谷潔氏）・いわて福祉Ｇ

ＩＳ（阿部昭博氏）・シニアネットリアス（福島和男氏） 

16：30～17：15 討議  

 

17：15    閉会 

 

17：30～19：00 懇親会（岩手県立大学食堂２階） 

     ＊懇親会終了後、盛岡駅までの送迎バスを用意しています。 
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Ⅲ．大会参加者へのご案内 

 

● 参加登録受付 
・参加者の皆様は、必ず参加受付にお立ち寄り下さい。 

   ・場所：岩手県立大学共通講義棟 1階エントランスホール 
   ・時間：平成 16年 11月６日(土) 10:00～16:00 
      ・受付は次のようになっておりますので所定の場所で、受付をお願いいたしま

す。 
① 予約参加受付：予約参加証をご提示下さい 
② 会員当日受付：「当日参加申し込み用紙」にご記入の上、大会参加費 2,000円(学
生は 1,000円)をそえてお申し込み下さい。 

③ 非会員当日受付：「当日参加申し込み用紙」にご記入の上、大会参加費 6,000
円(学生は 1,000円)をそえてお申し込み下さい。 

④ 発表要旨集：1部 500円（送料実費負担）で販売いたします。 
● 昼食 

・昼食（お弁当）を予約された方には郵送された「弁当券」と引き換えに受付

にてお渡しいたします。 
・当日参加の方は大学の食堂（営業時間は 11:30～14:00）または大学内売店（営
業時間 9:30～15:00）をご利用下さい。 

● 懇親会受付 
    ・岩手県立大学食堂２階にて 17:30より開催いたします。予約していない方で

参加をご希望の場合は、参加登録受付もしくは懇親会場入り口の「懇親会受

付」にて 4,000円（学生 3,000円）を添えてお申し込み下さい。 
● 大会当日のお問い合わせ 
   ・受付にて一括して承ります。 
    なお、会場内のアナウンスはできません。大会期間中の連絡事項は、「受付」

付近の掲示板に示します。 
    電話でのお問い合わせは、原則として受付けません。 
   ・大会本部は共通講義棟１階 107講義室です。 
● 会場のご案内 
   ・クロークは共通講義棟 1階 105講義室です。 
   ・休憩室は共通講義棟 1階 102講義室（禁煙）を用意しております。お茶の

サービスがございます。どうぞご利用下さい。 
・会場では指定の場所以外での喫煙は禁じられております。喫煙場所は大学見

取り図をご参照ください。 
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■研究発表について 

 
● 進行および発表時間 
   ・発表に際しては、すべて座長の指示に従ってください。 
   ・発表時間 20分、質疑応答 5分で１報告につき計 25分です。 
    発表時間終了 5分前に鈴 1回、発表終了時間に鈴 2回とします。時間は厳守

して下さい。 
   ・各発表間の時間がありませんので、次の発表者は、所定の席（次報告者席）

で待機をして下さい。 
● プレゼンテーションおよび配布資料 

・会場ではOHP・パソコン・ビデオ（VHS）が利用可能です。パソコンのOSは

WindowsXP、プレゼンテーションソフトはMicrosoft Office Power Point2003

です。発表用のファイルを F.D.、CD-ROM、または USBメモリーに入れて
ご持参ください。念のため、ファイルは複数の媒体でご準備ください。なお、

持ち込みのパソコンは接続不能の場合がありますので、ファイルを記録した

媒体もご持参ください。 
 上記の機材をご利用の方は、自由研究発表開始の 15分前（10:15）までに
入室し、機材操作等の確認を行ってください。 

・配布資料は、発表会場の係員にお渡し下さい。 
● 発表の取り消し 
   ・やむを得ず発表を取り消す場合は、必ず 10:00 までに受付または事務局

（090-7936-9436）にご連絡下さい。 
 

■研究視察（11月７日開催）について 

・盛岡駅西口バスターミナルに 8:40 までにご参集下さい。やむを得ず視察を
取り消す場合には、必ず 8:40までに事務局（090-7936-9436）にご連絡下さ
い。 

（旅程） 
８：50 盛岡駅西口バスターミナル  
10：30－11：30 遠野市健康福祉の里 視察 
11：45－12：30 遠野ふるさと村 自由食 
13：30－14：00 ふれあい交流センター清風園 視察（釜石甲子町） 
14：10－14：40 釜石橋上市場  
 釜石大観音、新日鉄 車窓 
 遠野・道の駅 休憩 
16：30 新花巻駅 やまびこ64新花巻16：40発（東京行）、 

やまびこ57新花巻17：21発（盛岡行）－ 
はやて24盛岡17：39発（東京行） 

17：00 花巻空港 JAL2188便 花巻 19：00発（伊丹行） 
18：10 盛岡駅西口バスターミナル はやて 26 盛岡 18：39発（東京行） 
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■参 考 

 本大会当日、会場となる岩手県立大学共通講義棟の別階（２・３階）で、日本

地方自治学会の2004年度大会が開催されます。日本福祉介護情報学会の参加手続

きをとられた方は、日本地方自治学会大会（懇親会は除く）にも自由に参加でき

ます。 

日本地方自治学会大会のプログラム（案） 

 
１１月６日（土） 
○１０：００～１１：３０ 
 講演「地方自治と私」山田公平（名古屋大学名誉教授） 
○１３：３０～１５：１５） 
 分科会Ａ「岩手発・自治を考える」 
  報告者 遠野市  
      滝沢村  
   分科会Ｂ「日本における自治の概念、自治の現在」 
  報告者 妹尾克敏（松山大学） 
      黒木誉之（熊本県庁） 
○１５：３０～１７：００ 
 対談「自治の構想」 
   増田寛也（岩手県知事） 
   今村都南雄（中央大学） 
○１７：３０～ 懇親会 
 
１１月７日（日） 
○１０：００～１２：００ 共通論題「道州制の考え方」 
  報告者 市川喜崇（同志社大学） 
      稲葉 馨（東北大学） 
      横山純一（北海学園大学） 
○１３：００～１５：００ パネルディスカッション「道州制の考え方」 
 共通論題「道州制の考え方」 
  討論者 市川喜崇（同志社大学） 
      稲葉 馨（東北大学） 

      横山純一（北海学園大学）   
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Ⅳ．研究発表（９月６日（月）１０：３０～１２：１０） 

 

 
座長：森  明人   東日本社会福祉専門学校 

                                                                                                                                                                                         

1 10:30 仮想市場法を用いた福祉情報システムの便益

性評価分析 
○針尾大嗣(早稲田大学国際情報通信
研究センター（同大学院）)、小林明夫
（早稲田大学大学院） 

2 10:55 IT を利用した安否情報システムの自治体期待
モデルの研究 

○小林明夫（早稲田大学大学院）、河合

隆史（早稲田大学大学院）、針尾大嗣(早
稲田大学国際情報通信研究センター（同

大学院）) 
3 11:20 利用者主導の介護情報共有システム －ユビ

キタスホームケアノートの提案 
○田中康裕（早稲田大学大学院）、

近藤則子（ICS研究会）、大島眞
理子（ICS研究会） 

会場 
 

共通講 
義棟 
1階 

 
101 
講義室 

4 11:45 福祉サービスとしての e-Learning のニーズと
課題 

       

井村保(中部学院大学) 

 

 

 

 

 
座長：鈴木 聖子   岩手県立大学 

                                                                                                                                                                                                                                                         

1 10:30 福祉施設における情報化戦略に関する一考察 ○横溝一浩（静岡福祉大学）、平井利明

（静岡福祉大学）、岩井宏（静岡福祉大

学） 
2 10:55 ＮＰＯ（住民）が考える群馬県地域診療情報連

携システム 
瀧澤清美（NPO法人地域診療情
報連携協議会） 

3 11:20 岩手県川井村における見守りネットワークシ

ステムの導入実験 
○斎藤建児（岩手県立大学）、○

菅美佳（岩手県立大学）、小川晃

子（岩手県立大学）、米田多江（岩

手県立大学）、佐々木淳（岩手県

立大学）、米本清（岩手県立大

学）、船生豊（岩手県立大学） 

会場 
 

共通講 
義棟 
1階 

 
106 
講義室 

4 11:45 介護支援専門員と他職種間との連携における

情報通信利用の効果 −介護支援専門員を対象
としたアンケート調査から− 

○本山潤一郎（岩手県立大学大学

院）、米本清（岩手県立大学）、小

川晃子（岩手県立大学）、野村豊

子（岩手県立大学） 
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Ⅴ．会場案内 

会 場 周 辺 図  
 

 
 

⑩ 社会福祉学部棟⑨ メディアセンターＢ棟

⑧ メディアセンター⑦ 学生ホール棟（食堂） 

⑫ 短期大学部棟⑪ 看護学部棟 

⑥ 体育棟⑤ ソフトウェア情報学部Ｂ棟

④ ソフトウェア情報学部Ａ棟 ③ 総合政策学部棟 
① 本部棟（鼎談出演者控室・シンポジスト控室） 

⑩ 社会福祉学部棟

⑧ メディアセンターＡ棟 

⑫ 短期大学部棟⑪ 看護学部棟 

⑥ 体育棟

出入口正面

会 場

食堂

   ※ 大会会場から食堂までは、廊下でつながっています。 
   ※ 喫煙は、各棟の前にある指定喫煙場所、もしくは喫煙ルームにてお願い致します。 

喫煙ルーム

Ｎ

西門

正門

② 共通講義棟（大会会場）

バス停 
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会 場 図  

 ３F 

分科会７

307 講義室 
分科会６

306 講義室 
分科会5-2

305 講義室 

ランチョン

セミナーⅡ

301講義室

分科会3-3

205 講義室 
分科会4-1

207 講義室 
分科会3-4

206 講義室 
分科会4-2

208 講義室 
分科会5-1

209 講義室 

会員休憩室

201 講義室 

分科会８

308 講義室 
（予備室）

309 講義室 

E.V. 

２F 

( ５日) 
弁当受渡所

３階席

E.V. 

食 
堂 
へ 

食 
堂 
へ 

１F

図書
展示・販売

開会 
講演（基調・記念）
総会 
閉会 

分科会１

105 講義室 
分科会2-2

107 講義室 
分科会2-1

106 講義室 

ランチョン

セミナーⅠ

101 講義室 

分科会3-1

108 講義室 
分科会3-2

109 講義室 

クローク

ボランティア休憩所

正面 
出入口 

E.V.
講堂 
１階席

受 付

103 102

  202203

３F 

307 講義室 306 講義室 305 講義室 

301講義室

205 講義室 207 講義室 206 講義室 208 講義室 209 講義室 

308 講義室 309 講義室 

E.V. 

２F 

３階席

E.V. 

食 
堂 
へ 

食 
堂 
へ 

１F
書籍販売

 
講総会 
鼎談 
シンポジウム 

クローク

105 講義室 
本部

107 講義室 106 講義室 

研究発表

101 講義室 

シニアネット 

・リアス展示 

108 講義室 109 講義室 

休憩室

正面 
出入口 

E.V.
講堂 
１階席

103 102

  202203
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ＮＴＴ展示 ワイズマン展示 
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Ⅵ．交通案内 

 

●主要都市から盛岡までの交通手段      

東京 東北新幹線利用（２時間 30分） 
札幌・大阪（伊丹）・名古屋・福岡 花巻空港まで飛行機利用。空港から盛岡までバス 50分。 

 

 

●盛岡周辺の交通機関の運行状況 
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●バス時刻表 

往路（岩手県立大学行） 帰路（盛岡駅行） 
盛岡駅 県立大学 運行形態 県立大学 盛岡駅 運行形態 
8:32 9:02 岩手県北バス 10:40 11:08 岩手県北バス○ 
9:45 10:15 学会借り上げバス *1 11:22 11:50 岩手県北バス 
10:27 10:55 岩手県北バス  13:50 14:18 岩手県北バス○ 
12:07 12:35 岩手県北バス 14:45 15:13 岩手県北バス○ 
12:50 13:20 学会借り上げバス *2 15:00 15:28 岩手県北バス○ 
13:47 14:15 岩手県北バス 15:45 16:13 岩手県北バス○ 
14:02 14:30 岩手県北バス 18:05 18:33 岩手県北バス○ 
14:32 15:00 岩手県北バス○ 18:50 （19:00

滝沢） 
学会借り上げバス **3 

15:37 16:05 岩手県北バス○ 19:15 19:45 
盛岡駅 

学会借り上げバス **4 

16:17 16:45 岩手県北バス    
 
※往路の岩手県北バスは、盛岡駅の「滝の広場」側の「バスのりば２番」（下図参照） 

料金は盛岡駅～県立大片道 480円（但し、○印は 450円） 

＊往路の学会借り上げバス（無料）は盛岡駅の東西自由通路をでたマリオス側「貸切バスのりば」

（下図参照）発車 
*1東京 6:56発「はやて１号」盛岡 9:22着に対応 

*2東京 9:56発「はやて９号」盛岡 12:22着に対応 

**帰路の学会借り上げバス（無料）は「本部棟前」発車 

**3 滝沢駅19:07発IGR盛岡19:19着を利用し、盛岡19:39発「はやて28号」東京22:08着に対応 

**4  盛岡20:39発「はやて30号」東京23:08着に対応（新幹線最終） 

●盛岡駅構内図 

 


