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本研修に関する問い合わせ先
社会福祉法人長野県社会福祉協議会
TEL.026-228-4244　FAX.026-228-0130
E-mail：kikaku@nsyakyo.or.jp

令和 4 年

8月31日（水）〜9月2日（金）

＊日程・プログラム概要は裏面をご覧ください。

研修当日は検温を実施します。37.5度以上
の発熱がある場合は受講できませんのでご
了承願います。

参加等申込みに関する問い合わせ先
名鉄観光サ－ビス株式会社
長野営業所（担当：原）
TEL.026-244-8557　FAX.026-217-8151
E-mail：daisuke.hara@mwt.co.jp

地域共生応援大使

ふっころ

赤い羽根共同募金
配分金助成事業

３日間を通じて受講され、事前・事後課題
を提出された方には受講証を発行します。

社会福祉従事者で本研修の目的を理解し、
ソーシャルワークによる実践力を高めたい方

別紙「参加・昼食弁当・宿泊のご案内」の
申し込み方法により、名鉄観光サ－ビス株
式会社長野営業所宛にお申し込みください。

令和4（2022）年6月10日（金）から7月22日（金）まで
※ただし、定員になり次第、締め切りとなります。

受講対象

80名定　員

5,000円（宿泊等は別）受 講 費

申込期間　

参加申込

上野谷　加代子上野谷　加代子 氏 氏    同志社大学 名誉教授同志社大学 名誉教授

空　閑　浩　人空　閑　浩　人 氏 氏    同志社大学 社会学部 教授同志社大学 社会学部 教授

野　村　裕　美野　村　裕　美 氏 氏    同志社大学 社会学部 教授同志社大学 社会学部 教授

原　田　正　樹原　田　正　樹 氏 氏    日本福祉大学 社会福祉学部 教授日本福祉大学 社会福祉学部 教授

川　島　ゆり子川　島　ゆり子 氏 氏    日本福祉大学 社会福祉学部  教授日本福祉大学 社会福祉学部  教授

室室　　田田　　信信　　一一 氏 氏    東京都立大学人文社会学部 准教授東京都立大学人文社会学部 准教授

黒　木　保　博黒　木　保　博 氏 氏    長野大学 社会福祉学部 教授 （同志社大学名誉教授）長野大学 社会福祉学部 教授 （同志社大学名誉教授）

井　上　信　宏井　上　信　宏 氏 氏    信州大学 経法学部 教授信州大学 経法学部 教授

髙　木　宏　明髙　木　宏　明  氏氏    諏訪中央病院 副院長諏訪中央病院 副院長

講　師（予定）

長 谷 部　長 谷 部　　  　  治治 氏 氏    神戸市社会福祉協議会地域支援部 担当課長神戸市社会福祉協議会地域支援部 担当課長

小　野　貴　規小　野　貴　規 氏 氏    長野市社会福祉協議会長野市地域ささえあいセンター 係長長野市社会福祉協議会長野市地域ささえあいセンター 係長

山　山　﨑﨑　博　之　博　之　   　   長野県社会福祉協議会総務企画部企画グループ 主査長野県社会福祉協議会総務企画部企画グループ 主査

シンポジスト

菅　野　典　雄菅　野　典　雄 氏 氏    前福島県飯舘村長前福島県飯舘村長
特別ゲスト

修・長野 

ミュニティにおける
ーシャルワーク力強化

2 0 2 2
　人口減少や世帯の高齢化が進行する日本社会。経済優先の構造に変わりなく、そこからこぼれてしまう個のリカバリーは難しく、
社会の包容力が低下しています。こうした社会の状態と個別課題が交錯すると、生活の困難さはより深まり、普段の暮らしが不安
で覆われます。私たちは、個の生活課題を把握し、様々な職種や機関と連携しながら、それぞれの暮らしを「あんしん」へとつない
でいくことに価値を置きます。そして、多分野を巻き込んだ協働により、一人ひとりの「あんしん未来」を創造するための
働きかけをします。それがソーシャルワークの実践です。
　本研修は、ソーシャルワークの機能を体系的にとらえたうえで、ミクロ、メゾ、マクロに働きかけるための知識、方法、技術
などを学び、個々のワーカーとしての実践力、そして各組織のソーシャルワーク力を高めることを目的とします。

〒392-0022 長野県諏訪市高島2-1200-3
RAKO 華乃井ホテル会　場

受講証の発行

─あんしん未来の創造を目指して─

検温の実施



　

時間 内　　容 担当講師等

09:30 －受付－

10:00
【オープニングトーク】
「あんしん未来を創造するソーシャルワーク」
－協働実践の展開を目指して－

上野谷加代子氏
空閑浩人氏

10:30
【講義Ⅰ】
「包括的な相談支援のあり方」
－ライフストーリーに寄り添うソーシャルワーク－

空閑浩人氏

12:00 －昼食－

13:00
【講義Ⅱ】
「気づきから始まるソーシャルワーク」
－共感力の向上とニーズ把握－

川島ゆり子氏

14:30 －休憩－

14:40
【講義Ⅲ】
「グループワークの機能理解と協働の創出」
－気づきの共有から協働の取組みへの展開－

黒木保博氏

16:10 －休憩－

16:30【講義Ⅳ】
「地域医療は『地域』と『生活』に出会えるか」 髙木宏明氏

17:30【ナイトセッション】（参加者交流時間）
「ソーシャルワーカーへ送るエール」

19:00   1 日目終了

1日目：8月31日（水）

日程・プログラム（予定）

時間 内　　容 担当講師等

10:00
【講義Ⅴ】
「今後のソーシャルワークの展望」
－社会福祉政策の変遷とソーシャルワーク－

原田正樹氏

12:00 －休憩－

13:00
【特別講演・対談】
 「人に出会い、人に学ぶ」
－福島県飯舘村が抱えた現実から未来への展開
へ－

菅野典雄氏
上野谷加代子氏

14:30 －休憩－

14:40
【講義Ⅵ】
「住民同士が支え合う地域づくり」
－コミュニティ・オーガナイジングの理解とその実践－

室田信一氏

16:10 －休憩－

16:20
【講義Ⅶ】
「職種間連携による救急対応」
－ソーシャルワーカーの味方づくり－

野村裕美氏

17:50   2 日目終了

2日目：9月1日（木）

●鉄道で……JR中央東線「上諏訪駅」から徒歩約16分
●車で……中央自動車道 諏訪ICから約８分

RAKO華乃井ホテル　〒392-0022 長野県諏訪市高島2-1200-3   TEL:0266-54-0555
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時間 内　　容 担当講師等

10:00
【講義Ⅷ】
「あんしん未来を創造するための地域福祉『計画』
づくり」
－フューチャーデザインによる計画作成手法－

井上信宏氏

12:00 －昼食－

13:00
【シンポジウム】
「災害コミュニティソーシャルワークについて考える」
－長野における生活支援・地域ささえあいセン
ターの取組みを通じて－

長谷部治氏（Co.）
小野貴規氏
山﨑博之

14:30 －休憩－

14:40
【クロージングナラティブ】
「ソーシャルワーカーが諏訪で紡ぐ物語」
－一つひとつの実践があんしん未来を創る－

上野谷加代子氏
野村裕美氏

15:30   3 日目終了

3日目：9月2日（金）

※参加者の安全確保・対応に関して
　自然災害や犯罪予告等により参加者の安全を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、受講申込者に直接通知しますのでご確認ください。
※個人情報保護に関して
　本研修にかかる個人情報は、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。
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