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

〈東京会場〉

【月曜日】

2019

28

１

住民の力を活かす！
育てる！

13：00 ～ 17：10

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・
厚生労働省 老健局 総務課

次長

東京都荒川区

荒川区役所福祉部 高齢者福祉課 地域包括支援係
石黒 清子 さん
荒川区社会福祉協議会地域ネットワーク課
稲葉 隆裕 さん

②

秋田県小坂町

小坂町福祉課 町民福祉班
三政 貴秀 さん

石井 義恭 さん

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

課長補佐

服部 真治 さん 他

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（一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事）

・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？

立教大学コミュニティ福祉学部

教授

原田 晃樹 さん

東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科

4 階 会議室

助教

関屋 光泰 さん

会場

東京セミナー学院

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

JR 池袋駅西口徒歩 5 分

東京都豊島区西池袋 5-4-6 東京三協信用金庫ビル

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/S62555112/

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
会場

2019 年 1 月 28 日（月）13：０0 ～ 17：10（受付開始 12：15）
東京セミナー学院 4 階 会議室

●開会・事業説明 [13：00 ～ 13：15]

●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？

・開会あいさつ
・調査事業の経緯、全体像について（主催より）

立教大学コミュニティ福祉学部
教授 原田 晃樹 さん
東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科
助教 関屋 光泰 さん

●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

JR 池袋駅西口 徒歩 5 分
地下鉄副都心線 池袋駅西通路西改札 徒歩 2 分

●パネルトーク [15：30 ～ 17：00]

医療政策チーム

●住民の力を活かす支援事例 [13：20 ～ 13：40]
荒川区役所福祉部 高齢者福祉課 地域包括支援係
石黒 清子 さん

荒川区社会福祉協議会地域ネットワーク課
稲葉 隆裕 さん

小坂町福祉課 町民福祉班

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。

厚生労働省 老健局 総務課 課長補佐 石井 義恭 さん
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 次長
服部 真治 さん
小坂町福祉課 町民福祉班 三政 貴秀 さん

立教大学コミュニティ福祉学部 教授 原田 晃樹 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
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
一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事

三政 貴秀 さん

活動視察

〔参加希望を申込時にお知らせください / 現地集合・解散 / 先着順・人数限定〕

１．NPO 法人支え合う会みのり ( 東京都稲城市 )

＊市内 9 会場で、地域の高齢者を対象に会食会を開いています。
ボランティアによる配食サービスも見学できます。

３．【定員 2 名】気まぐれ八百屋だんだん 参加費 500 円

＊子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集える地域の居場所。
毎週木曜日開催「だんだんワンコインこども食堂」の見学です。

【配食】2/5（火）14 時～ 17 時 （配達同行しない方は 15 時半まで） ・2/7（木）17 時半～ 19 時半
・2/14（木）17 時半～ 19 時半
定員 1 名 2/7（木）14 時～ 17 時 （配達同行しない方は 15 時半まで）
【会食会】2/1（金）11 時～ 13 時 城山文化センター
４．【定員 2 名】参加費 600 円（食事付）
定員 3 名 2/4（月）11 時～ 13 時
稲城市福祉センター
老人給食協力会ふきのとう ( 東京都世田谷区 )
参加費
2/19（火）11
時～
13
時
若葉台
i プラザイレブン
＊地域のボランティアを中心に、3 支部での会食会、シニア男性の食の自立
300 円

【居場所】カフェいしださんち 2/16（土）13 時～ 15 時 参加費 200 円 を促す料理教室のほか、在宅高齢者の見守りをかねて食事を届けています。
・1/30（水）10 時～ 13 時 配食サービス（二子玉川駅よりバス）
２．【定員 10 名】NPO 法人ハンディキャブゆづり葉（東京都多摩市）
・2/1（金）9
時半～ 13 時 成城支部会食会（上祖師谷地区会館）
参加費 1000 円（資料付）
＊高齢者や障害のある人など外出困難な方の移動支援を行っています。 ・2/8（金）9 時半～ 13 時 桜丘支部会食会（桜丘区民センター）
・2/5（火）9 時半～ 13 時 男性料理教室（二子玉川駅よりバス）
・1/18（金）10 時～ 12 時
・1/25（金）10 時～ 12 時
・2/8（金）10 時～ 12 時

お申込み
お問い合わせ

申込
TEL
MAIL

申込フォームから必須事項を入力

⇒男性料理教室は参加費 2000 円 ( テキスト付 )。
エプロン・三角巾をお持ちください。

参加申込フォームから
https://ws.formzu.net/fgen/S62555112/

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

1/28 会場地図⇒

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。

