
2022年度長野県地域福祉コーディネーター総合研修 開催要領 

 

１ 趣 旨 

私たちの社会では、少子高齢化の進展などに伴い、増大する福祉課題にあわせて様々な福祉

分野が発達し、それぞれの専門職が養成されてきました。 

今、地域の生活課題の複雑化・複合化が進む中で、多様な専門職がお互いの専門領域をちょ

っとだけはみ出して横の連携を図り、包括的に支えることが課題となっています。 

地域福祉コーディネーターは、これらの専門的な力と地域住民の持つ支え合いの力をつなぎ、

あんしんの地域づくりを進める核となる存在です。そして、多様な福祉当事者のニーズを理解

しながら、地域住民の流儀にあわせて無理なく楽しく支え合う活動を育てる企画力やコーディ

ネート力が求められます。 

このような支え合いの力がある地域において多様な福祉専門職がつながることで、国が示す

「重層的支援体制」が実現するものだと考えます。 

この研修は、福祉分野、社会教育分野、まちづくり分野などで、地域福祉や住民活動のコー

ディネート業務に従事する職員を対象とした総合研修です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主 催 長野県、社会福祉法人長野県社会福祉協議会 

 

３ 後 援 長野県生涯学習推進センター、長野県生活協同組合連合会 

（予定） 

 

４ 対象者 社会福祉協議会職員、行政職員、生活支援コーディネーター、相談支援機関職

員(まいさぽ支援員、保健福祉事務所、地域包括支援センター、障がい者総合支

援センター、子育て支援センター等)、社会福祉法人関係者、ＮＰＯ法人関係者、

公民館主事、社会教育関係者、地域おこし協力隊 等 

 

５ 受講料   無料 

 

  

                     《地域福祉コーディネートの７つの機能》 
A.相談窓口機能 … どんな相談もまずは受ける。断らない。インフォーマルな支援が求められるニーズ、地域と

一緒に取り組んでいかなければならないニーズを受ける。 
B.ニーズ把握機能 … 制度の狭間のニーズ、本人がＳＯＳを発信できないような人の課題を見つける。地域の

活動からニーズを拾う。地域に出かけて行く時に何か潜んでいないか目配りする。 
C.問題解決機能(地域と一緒に考える) … 制度につなぐ、地域につなぐ。地域福祉コーディネーターが自ら支

援する。 
D.地域住民へのエンパワーメント機能 … 地域の個別ニーズを住民に見える形で返していく。地域資源を活か

し、住民の力を引き出す具体的な提案を行う。 
E.地域組織化機能(地域で支える仕組みづくり) … 地域が要支援者を排除しないように啓発活動を行う。個

別の課題を受けとめられる地域組織をつくる。 
F.ネットワーキング機能 … 個別の問題解決のために地域と専門職のネットワークをつくる。個別のニーズに対

応するために近隣ネットワークをつくる。 
G.地域の支援システム構築機能 … マイノリティの個別課題から地域課題を発見して支援の仕組みをつくる。

個別問題で解決できないことを仕組みにして解決していく。 



６ 研修体系 

（１）基本講座  …全4回の課程を通じて、地域福祉コーディネーターとしての基本的な知識

やヒアリング方法、プログラム化の手法を学びます。 

  プログラム 

① インプット編   

講師：東洋大学 社会学部 社会福祉学科 教授 加山 弾 氏 

場所：みやま荘（松本市浅間温泉3-28-6） 

■令和4年9月21日（水）10：00－16：00 

 〇講義「地域福祉を取り巻く制度や現状」 

〇話題提供「各分野の実践や地域福祉コーディネーターへの期待」 

 <出演者> 

  ・高水福祉会 理事長 丸山 哲 氏 

  ・まいさぽ飯田（飯田市社会福祉協議会）主任相談支援員 林 篤史 氏 

  ・小諸市社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 鷹野 聡史 氏 

  ・生活互助支援の会 理事 美齊津 康弘 氏 

〇まとめ 

 

■9月22日（木）10：00－16：00 

 〇話題提供「重層的支援体制整備事業について」 

〇グループワーク「地域に一歩を踏み出す体験！」 

 ※シナリオを作り、サロンや地区役員会等で出るつぶやきから地域の強みや個別課

題、地域課題等をヒアリングする練習を行います。 

 

 

② ヒアリング練習編（現場での練習） 

■インプット編での学びを活かし、参加者自身の実践からワークシートを作成します。 

 

 

③ プログラムづくり編   

講師：特定非営利活動法人笑顔せたがや 事務局長 山崎 富一 氏 

場所：みやま荘（松本市浅間温泉3-28-6） 

■令和4年11月18日（金）10：00－16：00 

 〇講義「プログラムづくりのポイントと手法」 

〇ワークショップ「みんなで楽しくプログラムづくりを体験しよう」 

 ※ヒアリング練習編のワークシートを使用し、グループでプログラム化を学びます。 

 

④ つながりづくり、振返り編  ※どちらかの日程にご参加ください。 

コーディネーター：沖 弘宣 氏 

■東北信 日時：令和5年2月16日（木）13：00－16：00 

     場所：上田市豊殿地域自治センター（上田市芳田1261-2） 

■中南信 日時：令和5年3月10日（金）13：00－16：00 

場所：みやま荘（松本市浅間温泉3-28-6） 

※内容は東北信と共通です。 

〇はじめに「つながりでひろがる私のコーディネート」 

〇グループワーク「仲間づくりと今年を振り返って」 

〇全体共有・まとめ 

 

 



（２）関連講座   …地域福祉コーディネーターの資質向上につながる講座を案内します。掲

載以外の講座も随時メール等でお知らせします。申し込み等については

主催者へお問い合わせください。なお、関連講座は修了証発行の条件に

影響しません。 

 

７ 修了証  基本講座の全課程（4回）を受講した方に修了証を発行します。昨年度以前に受講し

ている方も、今年度の基本講座を全日程受講した場合に発行します。 

 

８ 申込方法  

受講を希望される方は、下記URLまたはQRコードからお申込みください。 

申込みURL：https://forms.gle/cqW44GeHRDvaB2BF6 

 

 

 

 

本会ホームページURL： 

http://www.nsyakyo.or.jp/news/2022/08/2022.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 申込期日 令和4年9月12日（月） 

※基本講座のみです。関連講座は主催者へ確認してください。 

 

10 そ の 他 

   （１）自然災害や犯罪予告等により参加者の安全が確保できないと判断し、本研修を中止または

延期する場合は、本会のホームページ（http://www.nsyakyo.or.jp）に掲載して通知します。 

   （２）本研修に係る個人情報は、本会の「個人情報の保護に関する方針」に基づき適切に取り扱

い、他の目的で使用することはありません。 

 

11 お問合せ  長野県社会福祉協議会 まちづくりボランティアセンター  

        〒380-0936  長野市中御所岡田98-1  Tel：026-226-1882 

Fax：026-227-0137  E-Mail：vcenter@nsyakyo.or.jp（問合せ） 

※新型コロナウイルスによる開催方法の変更や関連講座の案内等を、申し込みの際に記入いただくメールアドレス

へお知らせするとともに本会ホームページに掲載します。間違えないように登録をお願いします。 

 

 



別 添 

【 関 連 講 座 】 

○受講について  

・関連講座は地域福祉コーディネーターの資質向上につながる講座です。関心のある講座を参加者自身でそれ

ぞれの主催者へお申し込みください。問い合わせについても同様です。 

・調整中の項目及びここに掲載されていない講座については、確定次第、随時メールでご案内します。 

 

 

 

〇地域福祉コーディネーター総合研修番外編講座 

 ・地域福祉をけん引してきた信州の歴史を紐解きつつ、地域福祉の実践者やコーディネーターが、ベテラ

ンから若手まで自由に集まり、「ものがたり（ナラティブ）」の視点を活かしながら、自らの地域福祉

実践を記録するスキルを磨く“長野版寺子屋”です。9月 7日（水）18：30 から第 1回目の講座がスタ

ートします。詳細については下記 URL を参照してください。 

 ・申し込み先・詳細：http://www.nsyakyo.or.jp/news/2022/08/post-294.php 

日時・場所 出演者情報 

9月 7日(水) 

10 月 4日(火) 

11 月 9日(水) 

12 月 3日(土)～4日（日） 

1月初旬 

2月初旬 

3月初旬 

会場：オンライン 

時間：18:30－20:00 を予定 

ルーテル学院大学 市川 一宏 氏 

日本福祉大学 原田 正樹 氏 

佐久大学 野口 定久 氏 

長野大学 鈴木 由美子 氏 

 

 

〇生活支援コーディネーター向け講座 

 日時・場所 内容・講師 

9月 15 日（木） 

ハイブリット開催 

信州で暮らしていこうフォーラム 

生活支援コーディネーターの取組みの意味や支え合える地域

づくりの姿を確認し、県内様々な地域づくり・地域福祉活動の取

り組みを共有することで、暮らしと密着した地域づくりを学びま

す。 

 

 

〇ボランティアコーディネーター向け講座 

 日時・場所 内容・講師 

12 月 8日(木) 

検定会場：調整中 

ボランティア活動とボランティアコーディネーションを学ぶ 

（ボランティアコーディネーション力 3級検定） 

ボランティア活動の理解と、多様な人・組織がつながり、新た

な力を生み出し、一人ひとりが市民社会づくりに参加できるボラ

ンティアコーディネーションを学びます。 

※研修はオンデマンド配信です。 

※長野県生活協同組合連合会 共催予定 

 

 

 

 



〇まちづくり等実践者向け講座 

 日時・場所 内容・講師 

9月 6日(火) 

10:00－16:00 

会場：塩尻市総合文化センター 

市町村社会福祉協議会職員基礎研修 

 1～3年目の職員を対象に、さまざまな業務を行う社協が進める

地域福祉について学び、仲間と業務のモヤモヤを共有します。 

講師:作新学院大学 坪井 真 氏 

10 月 28 日(金) 

10:00－16:00（予定） 

会場：長野県総合教育センター 

ファシリテーショングラフィック講座 

 議論を見える化する手法を実際に体験し、内容を理解しながら

お互いの意見に影響を与え合う丸い会議の開き方を学びます。 

講師:まちの縁側育くみ隊 代表理事 名畑 恵 氏 

11 月 12 日(土) 

10:30－15:30(予定) 

会場：須坂市文化会館メセナ

ホール 

ふっころフェスティバル 

 県内の福祉関係団体と、ともに歩む方向性を示した信州ふっこ

ろプランを中心にして、信州の自然と風土のなかで、様々な個性

がある人々が「ともに生きる」「ともに創る」地域共生社会を目

指して開催します。 

12 月 3日(土)―4日（日） 

会場：佐久大学、オンライン 

長野県まちづくり・ボランティアフォーラム 

 地域活動者やボランティア、コーディネーター、専門職など地

域で活躍する実践者とつながり、分野を超えたまちづくりを学ぶ

場として開催します。 

県内各地で開催する講座を随

時ご案内します。 

まちあるきワークショップ 

地域を歩き、まちの縁側の育みを題材に、お宝（資源）の発見

やコーディネーション等のまち歩きワークショップの方法につ

いて学びます。 

講師: まちの縁側育みプロジェクト 

 

 

〇長野県生涯学習推進センター主催講座 

 ・地域社会が抱えるさまざまな課題解決に向け、一歩を踏み出す人材や住民自身が主役となる実践活動を

リードできる人材を養成するための講座が開催されています。 

 ・講座の詳細や申し込み等は以下を参照してください。 

  URL：https://www.pref.nagano.lg.jp/shogaigakushu/ 

 日付 講座名 

8月 22 日（月） “ともに生きる”を目指して 

9月 28 日（水） 子どもの不安をケアする 

10月11日（火） 地域と学校で取り組む SDGs 

10月20日（木） 

「人づくり・職場づくり・まちづくり」に生かすグループワーク 

～豊かな関係づくりのためのスキルアップ～ 

10月22日（土） 秋のスターウォッチング ～楽しく星を学ぼう～ 

11月16日（水） 

支援を必要とする子どもたちへの対応 

～「みんな違ってみんないい」という社会は実現できるのか？～ 



11月25日（金） With コロナ時代の公民館の在り方を考える 

12月12日（月） 令和時代の“学校を核とした地域づくり” 

複数日あり 子育て支援に関する講座 

複数日あり 地域づくりの支え手元気アップ講座 

 


