
日本社会福祉学会九州地域部会第５６回研究大会 

開 催 要 綱  

＜ご挨拶＞ 

 昨今の日本では、格差という言葉が現実味を持って語られるようになっています。私たちは、戦後だれもが基

本的人権を持ち、人として最低限度の生活を営む権利を得たと考えました。しかし、最低限度の生活ができてい

ない人々が格差社会という言葉に込められているように思います。あらゆる人が人としての最低生活を保障され

るとき、「その生活とは何かを」具体的に考えることは極めて意義のあることと思います。 

 

 そこで、第 56 回研究大会では「社会的孤立と見えない貧困」を大会テーマに掲げ、九州保健福祉大学で開催

することとなりました。基調講演には埼玉県福祉部こども安全課の大山典宏先生をお迎えし、「隠された貧困」

についてご講演いただく予定です。またこれに引き続くシンポジウムでは、東京、鹿児島、また宮崎県内からも

様々な分野で社会的孤立と見えない貧困からの脱却を支援しておられる実践者からご報告を頂くこととしてお

ります。 

 

 社会福祉及び関連領域からの専門職者、またこの社会的現実に関心を寄せられている方がたが延岡の地に集

い、活発な意見交換により、さらに認識を深め連携の糸口になるような実り多い学術交流の場となりますように、

誠心誠意運営の準備をいたす所存でございます。会員の皆様をはじめ、関係者におかれましては、どうぞ万障お

繰り合わせのうえ、ご参加くださいますようにご案内申し上げます。 

           

 

 

２０１５年 ３月  

第５６回研究大会実行委員長   山﨑 きよ子 

日本社会福祉学会九州地域ブロック理事   倉田 康路  

１．大会テーマ   

「社会的孤立と見えない貧困」 

 

２．主  催  

  日本社会福祉学会九州地域部会  日本社会福祉学会 

 

３．後   援 予 定 

（福）宮崎県社会福祉協議会  延岡市  （福）延岡市社会福祉協議会   

（一社）宮崎県社会福祉士会  （一社）宮崎県介護福祉士会  宮崎県精神保健福祉士会 

 宮崎県医療ソーシャルワーカー協会  株式会社夕刊デイリー新聞社  九州保健福祉大学 

   

 

４．会  期 

 ２０１５年６月２０日（土）・２１日（日） 

 

５．会  場   



 九州保健福祉大学  F講義棟 １号棟  

〒８８２－８５０８  宮崎県延岡市吉野町１７１４−１ 

 

６．日程・プログラム 

［第１日目］ ６月２０日（土） 

受  付     １２：００～ 

 

開会式      １３：００ 

開会の挨拶  日本社会福祉学会九州地域ブロック理事 倉田 康路 （西九州大学） 

開催校挨拶  九州保健福祉大学学長 迫田 隅男 

 

基調講演    １３：３０～１５：００ 

テーマ ： 「隠された貧困」 

講 師 ： 大山 典宏 先生 (埼玉県福祉部こども安全課) 
 

休  憩    １５：００～１５：１０ 

 

シンポジウム  １５：１０～１７：３０ 

テーマ ： 「社会的孤立の現状と課題 〜現場からの報告〜」  

 

シンポジスト 

「児童福祉の立場から」 

児嶋 草次郎 先生 (社会福祉法人石井記念友愛社 理事長) 

「HIV陽性者支援の立場から」 

山本 博之 先生 (田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科 准教授) 

「ホームレス支援の立場から」 

鶴田 啓洋 先生 (特定非営利活動法人やどかりサポート鹿児島) 

コーディネーター ： 山﨑 きよ子 (九州保健福祉大学社会福祉学部臨床福祉学科 教授) 

コメンテーター   ： 大山 典宏 先生(埼玉県福祉部こども安全課)  

 

休  憩      １７：３０～１７：４０ 

 

総  会      １７：４０～１８：００ 

 

情報交換会  １８：２０～２０：２０ 

会 場：九州保健福祉大学 学内食堂 カメリア 

        〒８８２—８５０８ 延岡市吉野町１７１４−１   電話０９８２−２３−５６８１ 

        ※参加費 4,000円 

         

［第２日目］ ６月２１日（日） 

      

自由研究発表       ９：３０～１１：００ 

 

閉会式          １１：１５～１１：３０ 

閉会の挨拶  小川 芳徳 （九州保健福祉大学社会福祉学部長） 

第 5７回研究大会開催校挨拶  



７．大会参加費等 

（１）大会参加費 

参加区分 事前申込み（4/24まで） 当日参加 

会   員 3,000円 3,500円 

非 会 員 4,000円 

学   生 500円 

情報交換会費 4,000円 

 

   

（２）支払い方法 

※ 資料等の準備の為、できる限り「事前申込み」をお願いいたします。 

※ 事前申込みを希望される方は、必ず４月２４日（金）までにご入金をお願いいたします。 

なお、入金方法は銀行振り込みに限らせていただきます。 

【振込先】 

   

 

 

 

 口座名・番号等はお間違いのないようにお願いいたします。 

※ お振込みいただきました参加費等は返却できませんので、ご承知おきください。 

 

８．参加申し込み方法（４月２４日（金）必着） 

「参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記入したものを添付の上、E-mail（t.hita@phoenix.ac.jp）

または、FAX 0982-23-5603にて大会事務局までお申し込みください。 

※参加申し込み及び参加費等の入金確認後、大会事務局より参加申込み完了の E-mail をお送りいたしま

す。 

 

９．自由研究発表申し込み方法（５月１１日（月）必着） 

発表申し込み要領を参照の上、「原稿様式」をダウンロードし、E-mail（t.hita@phoenix.ac.jp）にて大会

事務局までお申し込みください。 

１０．参加申込み及び問い合わせ先 

 

※介助の必要な方は、参加申込書 １の「その他」欄 に必要な事項をご記入ください。 

 

 

 

 

１１．

日本社会福祉学会九州地域部会 第５６回研究大会事務局 

〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町 1714-1 

九州保健福祉大学 社会福祉学部 臨床福祉学科 担当：日田・西田 

TEL ０９８２－２３－５６８１（代）   FAX ０９８２－２３－５６０３ 

Ｅ－ｍａｉｌ ：t.hita@phoenix.ac.jp  

宮崎太陽銀行 延岡支店 普通預金 口座番号 １２９６６５５ 
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宿泊 

宿泊の手配は行っておりません。各自でご予約をお願いいたします。 

近隣の宿泊施設一覧（延岡市街局番 0982） 

※料金はサービス料・税込み表示です 

ホテル・旅館名 所在地 電話番号 通常宿泊料金 

延岡アーバンホテル 中央通り 2-3-3 22-8800 5,500円 

愛宕旅館 溝口町 1-5432 33-1255 4,000円〜 

延岡ロイヤルホテル 船倉町 2-1-2 34-2266 5,000円〜 

延岡ワシントンホテル 紺屋町 1-3-2 21-2500 5,000円 

延岡第一ホテル 祇園町 2-2-7 34-1181 4,950円〜 

シティホテルプラザ延岡 幸町（延岡駅前） 35-8888 4,600円〜 

ホテルルートイン延岡 幸町（延岡駅前） 23-1300 5,450円〜 

延岡ホテル 東本町小路 6-2 34-2100 4,725円〜 

ビジネスホテル東洋 中町 1-4-6 34-0505 5,200円〜 

ビジネスホテルくどう 幸町 2-132 21-2588 3,800円〜 

ビジネスホテルフクハラ 紺屋町 1-4-17 32-2123 4,900円〜 

平坂旅館 溝口町 1-1 32-2386 4,900円〜 

プラザホテル延岡リーヴァ 新町 4-2 34-8888 5,600円〜 

旅館 兼六園 幸町 1-3 32-2442 4,320円〜 

ホテルメリージュ延岡 紺屋町 1-4-28 32-6060 7,600円〜 

 



◇交通案内 

 
九州保健福祉大学 

 〒８８２-８５０８ 宮崎県延岡市吉野町１７１４−１ 

 TEL ０９８２－２３－５６８１（代）  

 

（ＪＲをご利用の場合） 

博多駅〜大分駅〜延岡駅 

特急「ソニック」乗車→大分駅で特急「にちりん」に乗り換え 

 

鹿児島中央駅〜延岡駅 

特急「きりしま」乗車→宮崎駅で特急「にちりん」に乗り換え 

 

 

 （お車でお越しの場合） 

  福岡市内から 

  福岡インターチェンジより九州自動車道を南下、鳥栖 JCTより大分自動車へ 

  大分米良インターチェンジから東九州自動車道を南下し、延岡インターチェンジ西階運動公園方面へ下

車し、大学まで約 5分。 

 

  北九州市内から 

  東九州自動車道を南下し、延岡インターチェンジ西階運動公園方面へ下車し、大学まで約 5分。 

   

  熊本市内から 

  国道 445号線及び国道 218号線で高千穂町を経由して延岡市へ 

 

  鹿児島市内から 

  鹿児島インターチェンジより九州自動車道を北上、宮崎自動車道へ入り、東九州自動車道を北上し、延

岡インターチェンジ西階運動公園方面へ下車し、大学まで約 5分。 


