平成 30 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域住民の社会参加活動等を基盤とした互助促進の手法に関する調査研究事業」

参加対象：自治体職員、市町村社協役職員、社会福祉施設役職員、
住民参加による生活支援サービス運営団体等

〈大阪会場〉

【月曜日】

2019

２

住民の力を活かす！
育てる！

４

13：00 ～ 17：00

地域に支え合いの生活支援を広げるために
希望者に活動視察あり（先着順・人数限定）

・パネルトーク・
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
医療経済研究機構 研究総務部

・住民力を活かす生活支援の取組み・

①

次長

愛知県知多市

服部 真治 さん

一般財団法人社会福祉研究所 研究員

秋山 由美子 さん

知多市福祉部
コメンテーター
部長 竹之越 康正 さん
内藤 佳津雄 さん（日本大学文理学部 教授）
NPO 法人ゆいの会（第 1 層生活支援コーディネーター）
コーディネーター
理事 松下 典子 さん
平野 覚治 さん（一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事）

②

山口県萩市

萩市福祉部高齢者支援課
課長補佐 池永 美杉 さん

・訪問調査事例から見えてきたこと・
多様な制度・資源活用の状況、サービスを生み出すときの課題とは？

千葉大学大学院人文科学研究院 教授 清水 洋行 さん
NPO 法人全国移動サービスネットワーク 事務局長 伊藤 みどり さん

会場

たかつガーデン

8 階会議室

対象

自治体（高齢者保健福祉・児童福祉部署）、社会福祉協議会、
住民参加による生活支援サービス運営団体・関係機関

近鉄「大阪上本町駅」徒歩 5 分

大阪市天王寺区東高津町 7-11 大阪府教育会館

参加費

無料 ＊資料付き

申込方法

申込フォームから 必須事項をご入力ください
https://ws.formzu.net/fgen/S75297021/

電話もしくはメールでも申込受付中！
主催

一般社団法人 全国食支援活動協力会

TEL ０３－５４２６－２５４７
ﾒｰﾙ infomow@mow.jp

平成 30 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域住民の社会参加活動等を基盤とした互助促進の手法に関する調査研究事業」

住民の力を活かす！育てる！
・・地域に支え合いの生活支援を広げるために・・

日時

2019 年 2 月 4 日（月） 13：０0 ～ 17：00（受付開始 12：15）

会場

たかつガーデン 8 階 会議室

●開会・事業説明 [13：00 ～ 13：15]

●住民力を活かす生活支援の取組み [14：10 ～ 15：10]
① 愛知県知多市
知多市福祉部
部長 竹之越 康正 さん
NPO 法人ゆいの会（第 1 層生活支援コーディネーター）
理事 松下 典子 さん

・開会あいさつ
・調査事業の経緯、全体像について（主催者より）

●アンケート調査報告 [13：20 ～ 13：40]
全国の自治体、社会福祉協議会、住民参加による生活支援
サービス運営団体へのアンケート調査から見えてきた、
住民への支援のあり方や課題について報告します。
報告

みずほ情報総研株式会社
社会政策コンサルティング部
齊堂 美由季 さん

② 山口県萩市
萩市福祉部高齢者支援課
課長補佐 池永 美杉 さん

●パネルトーク [15：20 ～ 16：50]

医療政策チーム

●訪問調査事例から読み取れること
[13：40 ～ 14：10]

多様な制度・資源活用の状況、サービスを生み出すときの
課題とは？
千葉大学大学院人文科学研究院
教授 清水 洋行 さん
NPO 法人全国移動サービスネットワーク
事務局長 伊藤 みどり さん

活動視察

地域に支え合いの生活支援を広げ、取組みを活性化させるための
支援のあり方について、考えます。
一般財団法人社会福祉研究所 研究員 秋山 由美子 さん
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会

服部 真治 さん
萩市福祉部高齢者支援課 課長補佐
池永 美杉 さん
千葉大学大学院人文科学研究院 教授 清水 洋行 さん
東京大学大学院人文社会系研究科・文学部 准教授 祐成 保志 さん

医療経済研究機構 研究総務部

次長

コメンテーター：内藤 佳津雄 さん
日本大学文理学部 教授
コーディネーター：平野 覚治 さん
一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事

〔参加希望の方は、申込時にお知らせください / 現地集合・解散 / 人数限定〕

１．
【定員 10 名】参加費無料（交流サロン等でコーヒーを飲む場合は 200 円）
太子町社会福祉協議会 プラスワンサービス（大阪府南河内郡太子町）

＊通所型サービス C に訪問型サービス D を活用した移動支援と、空き家
を活用した通いの場「朝子庵」の見学です。

2/5（火）10：30 ～ 13：00

２．
【定員 5 名】参加費 500 円 食事付

NPO 法人フェリスモンテ ( 大阪市旭区 )

＊高齢者などの地域住民や子どもを対象にした居場所 @ 喫茶花しょうぶ
の見学です。

1/30（水）17:00 ～ 19:30
2/6（水）17:00 ～ 19:30

お申込み
お問い合わせ

近鉄大阪上本町駅 徒歩 3 分
地下鉄 谷町九丁目駅 徒歩 7 分

申込
TEL
MAIL

３．【定員 6 名】参加費 600 円 食事付
NPO 法人いきいき会（大阪府高槻市）

＊地域の高齢者にバランスのとれた手づくりの食事を届けています。

2/5（火）11：30 ～ 16：00（配達に同行しない方は 15：00 まで）

2/7（木）11：30 ～ 16：00（配達に同行しない方は 15：00 まで）

・2/4 会場地図・
大阪府教育会館
たかつガーデン

参加申込フォームから
https://ws.formzu.net/fgen/S75297021/

申込フォームから必須事項を入力

03-5426-2547 （祝日を除く月～金曜日 9：00～17：00）
infomow@mow.jp

申込受付担当）一般社団法人全国食支援活動協力会まで
電話・メールでも申込受付中 !
氏名 / 所属 / 所在地 / 電話番号またはメールアドレスをお知らせください。

