
 

日本福祉介護情報学会 

第５回研究大会開催要綱 

 

 

 大 会 テ ー マ  

地域ケアを支える情報システムとＩＴの未来 

 

会場：岩 手 県 立 大 学 

 

日時：２００４年１１月６日（土） 

10 時 30 分 ～ 17 時 15 分 

 

 
 

主催  日本福祉介護情報学会 

開催校  
 

《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・岩手県介護支援専門員協会・ 

ＮＨＫ盛岡放送局・岩手日報社 
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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/ 



《 プ ロ グ ラ ム 》 

 

 

10：00～10：30 受付（共通講義棟入り口） 

 

10：30～12：00 自由研究発表（共通講義棟 講義室１０１） 

 

12：00～12：45 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・川井村社会福祉協議会・（株）ワイズマン・ 

モリーオ（株）・東日本電信電話（株）岩手支店・ 

いわて福祉ＧＩＳ・シニアネットリアス 

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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■研究視察（11 月７日開催）について 

研究大会翌日の 11月 7日（日）に日帰りで、岩手県内の福祉情報化の事例の視察と現地での交
流を計画しております。訪問場所は、11月６日のシンポジウムにおける話題提供者でもある遠野
市（http://www.tonotv.com/tonocity/）の健康福祉の里等と、釜石市のシニアネットリアス（商店
街や高齢者施設での教室：http://kamaisinet.web.infoseek.co.jp/）を予定しております。 
盛岡駅を出発・到着地（帰路は花巻空港経由）とし、借り上げバスで訪問します。岩手県学術

振興財団からの助成を受けておりますので、参加料は 3，000円になります。定員（40名）に達
した際には、締め切らせていただきます。 
 
■自由研究発表について 

自由研究発表を希望される本学会会員は、以下の要領でお申し込みください。 

 

(1) 一件の自由研究発表の報告時間は、発表 20 分間、質疑 10 分間、計 30 分間です。 

 

(2) 資格：本学会会員に限ります。 

※共同研究発表者も含めて会員である必要があります。 

発表を希望される非会員の方は、11 月１日必着にて会員申込手続きを済ませてください。 

入会申し込み用紙を学会ホームページより入手し大会事務局までご送付ください。 

日本福祉介護情報学会ホームページ http://jissi.jp 

 

(3) 申込方法：希望者は、別紙「自由研究発表申込用紙」に必要事項を記入の上、９月 30 日

（木）までに大会事務局までお申込ください。様式は、学会ＨＰ（http://jissi.jp）よ

り入手可能です。 

 

(4)「要旨」の提出：自由研究発表要旨は、所定の書式にてＡ４版２枚以内（図表を含む）で

作成し、10 月 15 日（金）までに大会事務局まで送付してください（お送り頂いたものを、

そのまま製版します）。様式は、学会ＨＰ（http://jissi.jp）より入手可能です。 

 

(5) 使用できる機材：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。 
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■昼食（お弁当販売） 

昼食は予約制で６５０円のお弁当（日本茶つき）の販売を予定しています。大会参加

申し込みと併せてお申し込みください。また、飲み物は学内に自動販売機が設置され

ております。※大会当日は学内食堂も営業しておりますが、混雑が予想されます。大学周辺には、

他に食事ができるところはありません。 
 

■懇親会 

(1) 会 場   岩手県立大学 学生ホール棟２階 食堂 

(2) 費 用   一般 ４，０００円 学生 ３，０００円（フリードリンク制） 

(3) 参加申込  必ず事前の参加申込を行ってください。 

 

■宿 泊 

宿泊、列車・飛行機チケット等についての斡旋は行っていません。 

※宿泊の場合、盛岡駅周辺が便利です（大学までの直通バスがあります） 

 

■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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■参加申し込み 

(1) 参加対象 本学会会員にかかわらず、関心のある方であればどなたでも参加できます。 

(2) 参加申込 別紙の事項を、電子メールまたはファクシミリで、大会事務局までお申し込

みください。 

※お弁当の予約や懇親会に参加される方は事前参加申し込みを必ずお願いいたします。 

 

■参加費 

① 会 員（一般）  ２，０００円 ② 会 員（学生）  １，０００円 

③ 非会員（一般）  ６，０００円 ④ 非会員（学生）  １，０００円 

    ※本学会の開催は岩手県学術振興財団の助成を受けています。このため、午後の【公開講座】のみ参加する

岩手県内在住者・県内事業者は無料となります。 

※法人会員は２名まで２，０００円、３名目からは６，０００円となります。 

※当日入会申込をした場合も、暫定会員として会員と同じ参加費になります。 

 

※事前振込み先  

《郵便振込み》  口座番号 記号＝18350 番号＝19122541 

加入者名 日本福祉介護情報学会第 5回大会実行委員会 

※ 振込み手数料（210 円）はご負担願います。 

 

 

■ 問い合わせ先 

【重要】本研究大会に関する連絡はすべて大会事務局までお願い致します 
大会事務局：〒020-0193 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字巣子 152-52 

岩手県立大学社会福祉学部 日本福祉介護情報学会第５回研究大会事務局 

TEL：０１９－６９４－２３７６   FAX：０１９－６９４－２３０１ 

※担当者不在の場合は、回答に時間を要する場合もありますのでご了承ください。（E-mail をお勧め致します）。 

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

※第５回研究大会に関するお問い合わせは上記の大会事務局まで、できる限り E-mail にてお願い致します。 

 

学会事務局：〒352-8558 埼玉県新座市北野１－２－２６ 

立教大学コミュニティ福祉学部 森本研究室 気付 

FAX ０４８－４７１－７２８３   E-mail: jissi-mail@e-wel.ne.jp 

※ 事務局不在の場合が多いため、電話によるお問い合せには応じかねます。 

 

 

■ 学会ホームページについて 

日本福祉介護情報学会(JISSI)のホームページがリニューアルいたしました。独自ドメインを

取得したため URL が http://jissi.jp に変更されていますのでご注意ください。学会に関す

るさまざまな情報発信を行っていますので、ぜひご覧ください。 
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■大会会場までのアクセスマップ 

 

□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 
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参加申し込み（日本福祉介護情報学会第５回研究大会） 

ファクシミリ送付先（０１９）６９４－２３０１ 

E-mail 送付先  jissi@ml.iwate-pu.ac.jp 

 

参加者 

氏 名 

 

 
所属 

 

住所 
〒 Tel 

 

 

  

連絡先 
E-mail 

 

 
Fax 

 

※以下は該当する金額等に○をし、振込み合計額を算出してください。 

参加費 
会 員：（一般）2,000 円 （学生）1,000 円 

非会員：（一般）6,000 円 （学生）1,000 円 

弁当・お茶 650 円 必 要  ・ 不 要 

懇親会 （一般）4,000 円（学生）3,000 円   出 席  ・ 欠 席 

研究視察 3,000 円   参加する ・ 参加しない

振込み額合計       円(振込み手数料 210 円は別途ご負担下さい) 
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自由研究発表申込用紙（日本福祉介護情報学会第５回研究大会） 

発表者 

氏 名 

 

 
所属 

 

住所 
〒 Tel 

 

 

 発表者 

連絡先 
E-mail 

 

 
Fax 

 

共 同 

研究者 

と所属 

 

 

 

 

テーマ 
 

 

概 要 

(４００

字程度) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用機材の有無 ① ＰＣ（パワーポイント等） ②ビデオ(VHS) 

③ＯＨＰ／ＯＨＣ ④その他（                 ) 

PC 使用の場合 
①PC を持込み 

②会場の PC を使用(WindowsXP、PowerPoint・その他) 
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上端マージン 25mm 
 

タイトル○○・・・・・・・・○○ 
発表者 所属○○大学 氏名○○・・○○ 

共同研究者 所属○○大学 氏名○○・・○○、所属○○大学 氏名○○・・○○ 

 
 
 
 
 
 
 
 

《用紙サイズ Ａ４×２枚》 
 

 

 

 

 

左マージン 20mm                                                      右マージン 20mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下端マージン 15mm 


