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       第５０回 公的扶助研究全国セミナー・岩手大会 開催要綱 

「いのち」と「くらし」を守りたい 岩手で考える「人権」 
～雨ニモマケズ 風ニモマケズ～ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪主 催≫ 全国公的扶助研究会 ・ 第５０回公的扶助研究全国セミナー実行委員会 

≪後 援≫ 岩手県・盛岡市・岩手県社会福祉協議会・盛岡市社会福祉協議会・日本社会福祉士会・日本医療社会福

祉協会・日本精神保健福祉士協会・日本ソーシャルワーカー協会・岩手県社会福祉士会・岩手県医療ソーシャルワー

カー協会・岩手県精神保健福祉士協会・岩手県介護福祉士会・岩手県介護支援専門員協会・岩手地域総合研究所 

【日 程】  ２０１７年１１月１０日（金）～１２日（日） 

【会 場】 （１日目）盛岡劇場  （２・３日目）岩手大学 〔共に岩手県盛岡市内〕 

『健康で文化的な最低限度の生活』  ©柏木ハルコ／小学館（週刊 ビッグコミックスピリッツ連載中） 
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「いのち」と「くらし」を守りたい 岩手で考える「人権」 

今年は、「人権」をテーマに、大震災からの復興をめざす岩手でセミナーを開催します。この人権

には二つの意味を込めています。一つは、すべての市民が健康で文化的な生活を営む権利、すなわち

生存権です。二つは、私たちケースワーカーが、市民の生存権を守るため、やりがいをもった仕事を

保障する専門性と労働条件を保障する権利です。 

まず、現代の日本で、市民の生存権はどうなっているでしょうか。子どもの貧困をはじめ、「一億

総貧困時代」と呼ばれるほど貧困が広がっています。これに対して、社会保障は、年金の減額、医療

保険や介護保険の負担増などが強まっており、生活保護の役割は増しているにもかかわらず、生活保

護基準の相次ぐ引き下げによって、保護利用者の生活はより困難になっています。また 2018年度

からの法改正や有子世帯への加算や扶助などの見直しに向け、厚労省の審議会で検討が進んでいます。 

こうした貧困の広がりや保護抑制傾向の政策動向の下で、私たちの仕事は収入や資産の調査や報告

が増加していることや、ケースワーカーの配置基準が充足されないため、利用者に寄り添う支援が困

難になっています。しかし、私たちは、こうした状況であるからこそ、利用者の生活問題と向き合

い、その解決のために、保護の実施要領を駆使し、利用者本位のケースワークを実践して、利用者の

生存権を守らねばならないのではないでしょうか。 

全国の福祉事務所や関係機関で働く皆さん。 

私たちは、私たちの仕事が、「命の重みを背負って」いることを自覚し、利用者と「ともに命を輝

かす」ために、その実現への途を岩手で語り合いましょう。 

全国公的扶助研究会会長 吉永純 

参加者からの声 

仕事では八方ふさがりになる時

がありますが、セミナーに来る

と、同じ思いを持つ人が全国に

いて、仲間としてのつながりを

感じます。それで一年間の元気

をもらっています。

支援の中で、知識や技術を大切

にすることは分かっていました

が、それを支える価値があって

こそという言葉が非常に心にし

みました。大切にしていきます。

実行委員会の方が仕事ではなく、

ボランティアでされていると知

り、驚きました。本当に頭が下

がる思いです。このような場を

設けていただき、感謝します。

教員として学生と来ました。現

場の人との交流が貴重な場です。

セミナーの後、見違えるように

なる学生もいます。嫉妬します

が（笑）。

生活保護ワーカーの人が何をど

う考えているのか分からなかっ

たのですが、セミナーに集う人

と交流して、大きく印象が変わ

りました。明日からの連携のヒ

ントをもらいました。

全国から集まる方の声を実際に

聴け、真剣に論議できたことが

何よりのお土産です。地元で少

人数でもいいので、学習会を開

いていきます。

現場の人も、研究者も隔たりな

く、対等に意見交換ができると

ころがこのセミナーの良さだと

思いました。

現場だけでは目の前のことばか

りになり、社会の動きから取り

残されるのですね。なぜ生活保

護、ケースワークが必要なのか、

改めて学び、原点に立ち戻りま

した。
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タイムテーブル                                               

＊１１月１０日（金）： 全体会   【 盛岡劇場 ・ 岩手県盛岡市 】 
                                     12:00 13:00                     17:00   18:30      20:30 

 

 

＊１１月１１日（土）： 講座・分科会など  【 岩手大学 ・ 岩手県盛岡市 】  

8:00     9:30 10:00                 12:00 13:00           15:00     17:00 17:30      19:00 

 

 

 

 

 

＊１１月１２日（日）： 特別講座   【 岩手大学 ・ 岩手県盛岡市 】 
9:30                         12:00 

 

 

 

１日目・午後  全体会 【 盛岡劇場 】                                

＊ 特別講演  「岩手県陸前高田市 震災から６年の今」 

戸羽 太さん （岩手県陸前高田市長） 

2011年3月に発生した東日本大震災津波から6年が経過。陸前高田市は、市庁舎を含む市街地のほぼ全域が壊滅

し、全世帯の99.5%が被災し、全世帯の47.1%が津波により全壊しました。死者・行方不明者は震災当時の人口の7%

台となり、岩手県内では最も多く、東北三県でも宮城県石巻市に次ぐ被害者数となりました。 

大規模被害を経験して気づいた「生活者としての市民のくらし」や「コミュニティ」の有り様と、復興に向けての

取り組みの中で大切にしていること、まちづくりに活かしていること、さらには大規模災害時の支援についてお話い

ただき、福祉に携わる者・関心のある者として「生活」や「生業」の捉え方、「コミュニティ」の持つ意味を考え、

また、支援についての理解を深める機会とします。 

 

 

＊ 記念講演  「いのちとくらしを守る地域福祉の方向性を考える ～貧困と社会的孤立の現実から～」 

河合 克義さん （明治学院大学） 

貧困の一つの現象として「社会的孤立問題」を捉える河合克義さんに、①都市部における社会的孤立と地方におけ

る社会的孤立の「特殊性」と「共通性」、②都市部・地方にかかわらず、生活保護ケースワーカーを含む福祉従事者

に求められる「いのち」と「くらし」を守る地域福祉の方向性を示していただきます。 

河合さんの調査地域は大都市、地方都市、農村地域に及び、過疎地・離島も入ります。地域福祉、貧困、社会的孤

立の「独自性」と「普遍性」について考えましょう。 

著書は『大都市のひとり暮らし高齢者と社会的孤立』（2009）法律文化社、『老人に冷たい国・日本－「貧困と

社会的孤立」の現実』（2015）光文社新書など多数。 

 

 

＊ 記念シンポジウム  「貧困と剥奪された人権を考える ～都市部と地方の孤立の実態から～」 

河合克義さんの講演を受け、都市部と地方の生活保護ケースワーカーが社会的孤立の実態から見たこと、感じてい

ること、疑問に思っていることなどを語り合います。都市部と地方の孤立の実態から、貧困と剥奪された人権につい

て皆さんと共に考える時間です。貧困・社会的孤立問題に取り組む支援者や研究者に、今必要な視点や問題の捉え方

は何か。貧困や社会的孤立は地域福祉の問題か。剥奪された人権をいかに回復するか。ご期待ください。 

 出演者：河合 克義さん （明治学院大学）  渡邉 秀明さん （東京都杉並区杉並福祉事務所） 

 司 会：脇山 園恵さん （秋田看護福祉大学） 

 

特別講座 

全体会（記念講演など） 
受 

付 

休 

憩 懇親会 

分科会・講座・初級学校など

  

受 

付 

昼 

食 夜間交流会 分科会・講座・初級学校など

  

休 
憩 

フィールドワーク  出発

  

陸前高田市 
到着  

陸前高田市 
出発  

到着  
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１日目・夜  懇親会 「海幸・山幸とてちてけんじゃ」     ※名刺をお持ちください        

会 場： ホテルメトロポリタン盛岡・本館 （ＪＲ盛岡駅 隣接） 

参加費： 5,000円（定員あり） 

受 付： 18:00～   懇親会： 18:30～20:30 

「せっかく盛岡に来たので、おいしいものを食べたい。」 
そのような皆さんの気持ちに、盛岡のランドマーク的一流ホテルのシェフが応えてくれました。全国から集まるセ

ミナー参加者のために、岩手の山海の幸を集めて、この夜だけの特別メニューをビュッフェ方式で。岩手を満喫する
夜はこのホテルからです。 
全国セミナーは知識や技術を身につけることはもちろんのこと、懇親会などでの「交流」も一つの魅力です。一人

で参加する方も多いので大丈夫です。全国の様々なところから来た仲間といろいろなことを語り合い、「交流」を深
めてください。 
近年、予想を上回る参加申し込みがあり、うれしい悲鳴が続いています。定員までの優先受付のため当日申し込み

枠がなくなることが予想されます。 

セミナー参加の申し込みと同時の申し込みをお願いします。 

 

 

２日目（午前・午後） 講座・分科会等 【岩手大学】             

＊ ＜初級学校＞   新任ケースワーカー限定 
 「ようこそ！生活保護ケースワーカーの世界へ」  ～生活保護の仕事を知ろう、学ぼう、楽しもう！～ 
 初級学校は、新人ケースワーカーが、人生で「１回限り」参加できる、新人ケースワーカーのための学びの場で

す。全国から集まった参加者同士で、日頃の業務を通じた悩み、そして喜びをわかちあいましょう。生活保護制度の

意義、相談援助のポイントを確認しつつ、明日から生かせるよりよい仕事のためのヒントを、たくさん持ち帰ってい

ただきたいと思います。若手からベテランまで、熱い想いを持つ先輩ケースワーカーが、みなさまの学びを支えま

す。 

みんなで創る初級学校。ご参加を心よりお待ちしています。 

講 師： 新保 美香さん （明治学院大学）  仲里 克也さん（宜野湾市役所） 

中村 健さん （新潟市西福祉事務所） 

 

 

＊ ＜実践講座＞ 
 「実務に役立つ生活保護運用の基本を学ぶ」  ～実施要領１００％活用術～ 
 ケースワーカー２年目以上の方を対象にした講座です。 

実施要領の解釈運用や就労支援の方法が間違っていませんか。この講座で基本を学ぶと、それまでの運用や実務の

ローカルルールを改める必要性を感じることになるかもしれません。 

そのことで、利用者に寄り添う実践が可能になるでしょう。生活保護法の原理原則など構造的な理解を深めつつ、

実施要領の実践的な読み方、稼働能力の活用に向けた就労支援のあり方について皆さんと考えます。 

講 師：池谷 秀登さん （帝京平成大学）  田川 英信さん （元世田谷区役所査察指導員） 

コーディネーター： 以元 栄一さん （京都市北保健福祉センター） 

 
 

＊ ＜政策研究講座＞ 
 「貧困を政策と研究、実践から深める」 ～「一億総貧困時代」の下で、ケースワーカーの現状と政策動向を検討する～ 
 現代の日本において、公的扶助が対象とする貧困はどうなっているでしょうか。貧困が集中的に現れているひとり

親家庭の生活実態や、生活保護利用世帯における貧困の特徴、生活保護基準減額の影響を検証し、生活保護の役割に

ついて考えます。また、こうした貧困に向き合うべきケースワーカーの現状と課題いついて、小田原市ジャンパー事

件の同市報告書を題材に検討します。さらに、貧困や福祉事務所の状況に対して、法改正の検討や生活保護基準部会

の審議状況等、現在の政策動向について報告し、検討します。 

講 師： 藤原 千沙さん （法政大学）  山田 壮志郎さん （日本福祉大学） 

小池 直人さん （名古屋市港区社会福祉事務所）  吉永 純さん （花園大学） 

コーディネーター： 尾藤 廣喜さん （弁護士/鴨川法律事務所） 
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＊ ＜分科会・生活困窮者自立支援＞ 
 「生活困窮者自立支援制度の役割とその可能性を考える」 
 平成２７年度から全国の福祉事務所設置自治体で本格的に実施されている生活困窮者自立支援制度ですが、施行後

２年半が経過し、国においては、「生活困窮者自立支援及び生活保護部会」において制度の改正に向けて議論がされ

ているところです。 

本制度は生活困窮者への個別支援から地域づくりまで非常に幅広い役割を期待されています。また、これまで蓄積

された現場での実践から見えてくる生活困窮者の実態について発信し、新たな仕組みづくりに繋げていくようなアク

ションも重要な役割となっています。 

本分科会では本制度の核になる「生活困窮者自立相談支援事業」に焦点を当て、岩手・京都・大阪のそれぞれの相

談支援機関からの報告や、研究会報告などを通して本制度の課題や可能性を探り、本来あるべき生活困窮者支援の役

割を参加者の皆さんと共に考えたいと思います。自立相談支援事業の相談員の皆さんはもとより、関連する現場で本

制度との連携を模索されている皆さんの参加をお待ちしています。 

助言者： 布川 日佐史さん （法政大学）  嵯峨 嘉子さん （大阪府立大学） 

講 師： 工藤 健二さん （阪南市福祉総務課）  坂田 徹さん （京都府社会福祉協議会） 

山本 尊さん （盛岡市くらしの相談支援室） 

コーディネーター： 仲野 浩司郎さん （羽曳野市福祉総務課） 

 

＊ ＜分科会・ステップアップ・ソーシャルワーク実践＞ 
 「みんなで考える生活保護ケースワーカーのソーシャルワーク実践」 

 ～ケースワーク、ソーシャルワークに希望を持つ支援のあり方～ 
 生活課題をどう見つけ、どのように考え、アプローチをしていくかはいつも悩みの種。この分科会では、「生活保

護におけるソーシャルワークとは何か」を考えます。事例をもとに参加者で検討し、自立支援のために必要なソーシ

ャルワークを学び、その道筋を共に考えます。皆さんが何気なく行っている実践を、ソーシャルワークの視点で問い

直してみましょう。日頃の支援での悩みを解決する鍵が、この分科会にきっとあります。その鍵がきっと希望を持っ

た支援に変わっていくことでしょう。事例検討を通して知識を得る、密度の濃い全員参加型の分科会です。 

助言者： 衛藤 晃さん （神戸市灘福祉事務所）  渡邉 秀明さん （杉並区福祉事務所） 

森下 千鶴子さん （京都市保健福祉局障害保健福祉推進室） 

 

＊ ＜分科会・子どもの貧困＞ 
 「子どもの貧困、私たちはなにができるか」  ～子と親がこの社会を生き抜く力を取り戻すために～ 
 子どもの貧困は、「お金がない」というだけの問題ではありません。児童相談所領域では児童虐待と貧困の関連も

大きな問題になっています。そして、貧しさの中で、進学や就職など子ども達の選択肢は削られていきます。こうし

た状況の中で、子どもの貧困に関して生活保護が果たす役割は大きいと言えるでしょう。福祉事務所と児童相談所、

ＮＰＯ、学校、地域など多角的な連携の中で、ケースワークの可能性が広がって行くかもしれません。子や親がプラ

イドや希望や可能性を取り戻すために、この問題への具体的なアプローチを皆さんと考えてみたいと思います。 

コーディネーター： 中村 知英さん （北九州市子ども総合センター） 

 

＊ ＜分科会・高齢者の地域生活支援＞ 

 「貧困と剥奪された、高齢者とその家族の人権を考える」  ～都市部と地方の孤立の実態から～ 

河合克義さんの１日目全体会での記念講演と記念シンポジウムの内容について、「高齢者とその家族」を切り口に

深めます。高齢者の貧困と社会的孤立の問題は、都市部と地方のそれぞれの環境の中で存在する実態を、実践現場

（病院、地域包括支援センター）からの報告で明らかにします。また、復興が進む被災地において生じている高齢者

の孤立に着目し、高齢者の地域生活支援の在り方を考えます。 

都市部でも地方でも共通に生じている高齢者とその家族のケア関係をめぐる生活困窮と孤立の観点から、高齢者の

地域生活支援に必要なことを検討し、参加者全員で、貧困と剥奪された高齢者とその家族の人権について考えてみた

いと思います。 

助 言者： 河合 克義さん （明治学院大学） 

講  師： 今井 伸さん （田園調布学園大学）  菅野 道生さん （岩手県立大学） 

報 告者： 長田 くみ子さん （医療法人共生会 松園第二病院） 

増子 和人さん （社会福祉法人奉優会 中野区南中野地域包括支援センター） 

コーディネーター： 脇山 園恵さん （秋田看護福祉大学） 
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＊ ＜分科会・医療と福祉の連携＞ 
 「医療と福祉の連携で地域生活支援」  ～共にいのちを守る～ 

「医療機関に○○をしてほしいのに…」「福祉事務所だから○○ができるはずなのに…」「こちらの言いたいこと

をなかなか分かってくれない」「連携がうまくいかない」などの思いを持ったことはありませんか。 

共に「いのち」と「くらし」に向き合う医療機関と福祉事務所が、互いの役割を理解し、本領を発揮して、連携し

た強みを感じ合いながら支援を進めることにより、支援する側の気づきが増え、支援を必要とする方々の生活は大き

く変わります。 

ケースワーカー、ＭＳＷ、ＰＳＷ等の皆さんと共に、実践報告を交えながら意見交流する中で、『連携する』の中

身を考え合い、地域で生活する人を支える関係機関同士のつながりの意味を理解し合い、明日からの仕事に活かす方

法を探っていきましょう。 

 

＊ ＜分科会・居住福祉＞ 
「居住福祉 ― 住まいは人権」  ～居住福祉の向上のために何をなすべきか共に考える～ 

住居は健康で文化的な最低限度の生活にとって不可欠な基盤です。しかし、高齢者、障がい者、ひとり親、低所得

者、被災者の世帯などは住宅確保が困難な状況があります。また、貧困ビジネスの宿泊所の存在、公営・公的住宅の

不足、高齢者や障がい者をはじめ誰もが住みやすいユニバーサル仕様住宅の不足など様々な分野で「住」の問題が広

がっています。生活保護では2015年7月から住宅扶助基準が引き下げられました。 

一方、今年「ホームレス自立支援法」が改正され、法律期限が2027年までの10年間延長され、また「住宅確保

要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（住宅セーフティネット法）が改正されました。本分科会で

は、居住福祉をめぐる現状と課題を報告したあと、参加者の方々と共に全体討議を行い、居住福祉の向上、充実のた

めに何が必要か、何をなすべきか、その展望を話し合います。 

報告者： 今村 雅夫さん（特非)大津夜まわりの会）  楢府 憲太さん（ふじみ野市福祉事務所） 

コーディネーター： 常数 英昭さん（社会福祉士・精神保健福祉士） 

 

＊ ＜フィールドワーク＞   50名限定（抽選）   平成29年10月26日の一次締切日までに申込下さい 

 「被災地に学ぶ ～ 陸前高田市を訪ねて」  ～６年目の「今」から、できることを考える～ 
東日本大震災津波から6年が過ぎ、各被災地では復興に向けてまちづくりが進められています。しかし、いまだに

仮設住宅が解消していない現実があります。 

陸前高田市は、市庁舎を含む市街地のほぼ全域が壊滅し、全世帯の99.5%が被災し、全世帯の47.1%が津波により

全壊しました。死者・行方不明者は岩手県内では最も多く、東北３県でも宮城県石巻市に次ぐ被害者数となりまし

た。「奇跡の一本松」で有名となった高田松原は、7万本もの松林が防潮林となり白砂青松の景勝地でした。 

発災から6年目の被災地の現状を理解するとともに、福祉事務所は壊滅的な状態からどのような経過を経て、教訓

を得たのか、何を大切にして地域住民と向き合っているのか、そして、今抱える課題は何かを学びます。大規模災害

が続いている昨今、参加者がそれぞれに、何をすべきかを学び、考えるきっかけの企画です。 

※参加費として別途3,000円（昼食代込）が必要となります。初日の受付時に参加費と共にお支払いください。 

※集合場所 盛岡駅西口バスターミナル 7:45集合 8:00出発 （初日に配布されるセミナーのしおりを確認ください） 

 

 

２日目 夜間交流会「お茶っこ はまってかだる夜のキャンパス」  【岩手大学】  

例年大好評のテーマ別の夜間学習・交流会。参加者が気軽に交流できる貴重な機会です。全国の仲間の状況を知る

ことで、今の自分を見つめる契機になります。また、セミナー講師や公的扶助の研究者と自由に意見交換できる貴重

な場でもあります。懇親会とは一味違う雰囲気で、本音トークをどうぞ。 

宮沢賢治が学んだ岩手大学の夜のキャンパスで、はまっでかだりましょう。 

＊「ケースワーカーや実践者、研究者が輪になってかだる」交流会 

＊「査察指導員」交流会 

＊「面接相談員」交流会 

＊「生活保護施設・社会福祉施設で働く人」交流会 

＊「福祉専門職採用」交流会 

＊「生活保護のＡＢＣ(基礎知識)」福祉事務所以外の関係機関や学生向けミニ講座 
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３日目（午前）  特別講座  【岩手大学】                               

＊ ＜人権＞ 
 「生活保護現場での日常業務から考える“人権”」 ～｢いのち｣と｢くらし｣を守るために、今、私たちができる10のこと～ 

生活保護利用者の方たちに対して日常業務の中で、役所内で名前を「さん」づけで呼ばない会話を交わしたり、家

庭訪問する時につい相手の方に約束もしないで訪問したりすることなどはないでしょうか。今年の１月に起きた小田

原市の生活保護担当職員による不適切なジャンパー着用等の問題は、私たちの日常業務の中で、保護利用者の人権を

侵害することにもなりかねない事態等が潜んでいるかもしれないことを、気づかせてくれました。    

 この講座では、「生活保護関係者にとって“人権”をどう考えるか」のミニ講座の後、「福祉事務所の支援に不満

がある」等のクレーム事例を紹介します。 

 他者に対して深い愛情（理解）があり、支援者としてやりがいを持ち、互いに信頼関係を築くための業務をどうや

って作っていくか等、具体的な事も話し合いながら人権侵害を起こさないだけでなく、人権を守る日常業務のあり方

等について検討します。 

講 師： 水谷 哲也さん （神戸市人権推進課）  渡辺 潤さん （大田区蒲田生活福祉課） 

 

 

＊ ＜福祉専門職＞ 
 「誇りが持てる創造的な生活保護現場に“みらい”を見る」  ～福祉専門職が果たす役割としての今と明日～ 

福祉課題の複雑化と高度化に伴い、各自治体では社会福祉専門職のニーズが高まってきています。かつては限られ

た一部の自治体のみでしたが、近年は多くの自治体が採用を始めています。  

現場では「社会福祉のプロ」として、事務所内では「福祉文化を支えるオピニオンリーダー」として期待される面

がある一方で、行政マンとして生きていく上では様々なジレンマに直面します。「育成プランが不明確」「職場で支

援の意義を共有できにくい、スポイルされる」など、多くの福祉専門職固有の課題を、組織としても個人としても抱

えている実態が散見されます。 

福祉専門職として、誇りを持って創造的な生活保護現場を創るためには、何を胸に刻み、どのように日々の実践と

研鑽をしていけばいいかを一緒に考えていきます。そこには専門職養成、採用、現場でのＯＪＴ、スーパーバイズ、

研修のあり方など、議論する論点は多くあります。専門職を養成する教員、学生の皆さんと共に、“みらい”を創る

講座にします。 

助言者： 高間 満さん （神戸学院大学） 

 

 

＊ ＜就労支援＞ 
 「エンパワメントと就労支援」  ～「働けない」から「働きたい」へ～ 

働くことは生きていくための収入を得る手段だけでなく、社会参加や自己実現を通して生きがいを感じる機会でも

あります。 

昨今、福祉事務所やケースワーカーにとって就労支援は常に成果を求められる重点項目です。しかし「就労支援は

難しい」「就労支援は苦手だ」という声を良く聞きます。積極的に求職活動を行う方の支援には力が入るけれど、一

見「就労意欲がない」と思われる方への関わりには戸惑ったり諦めたり、時には憤りの感情を持ってしまうこともあ

るかもしれません。 

働くことの意義を伝え、働く意欲や力を引き出すための支援を共に学びましょう。 

コーディネーター： 中村 健さん （新潟市西福祉事務所） 

 

 

＊ ＜扶養照会＞ 
 「間違いだらけの扶養照会」  ～生活保護における扶養義務のあり方を考える～ 

親族の扶養を強く求める一部マスコミの生活保護バッシングは現在影を潜めていますが、国民の生活保護制度につ

いての理解のうえで強い誤解を与えました。「生活は苦しいけど生活保護はちょっとねぇ…」というように、扶養義

務照会と聞くだけで申請をためらう生活困窮者は現に存在しています。 

厚生労働省の生活保護監査では依然扶養能力調査に関する指摘率が高く、指摘されないようにするため本来照会が

不要な親族にまで行われています。生活保護の実施要領を正しく理解するとともに、実務面での取り扱いの問題点、

扶養能力調査のあり方を考えます。 

講  師：以元 栄一さん （京都市北保健福祉センター）  

 



 

                      - 8 - 

 

＊ ＜発達障がい＞ 
 「社会福祉現場の中で考える大人の発達障がい」  ～「貧困」と「発達障がい」との関係について～ 

私たちが支援する方の中には、日常生活の様々な場面で、多くの困難や生きづらさを抱えている方がいます。しか

しそれらが「発達障がい」に起因するものであることを、ご本人も周りの人も理解できず、さらに生きづらさを増長

させてしまっている場合があります。その中には、うまくコミュニケーションが取れずに仕事が継続できない人や、

そして人間関係に悩み、うつ病を発症してしまう人もかなりいます。 

そういう意味では、貧困問題の中に発達障がいを持つ人がかなりの数いると思われます。互いに障がいへの気づき

がないために、誤解や不具合が生じています。私たちが支援する中で、「困った人」と感じた場合は、実は「困って

いる人」ではないかという視点を持つことが重要です。事例を通して発達障がいの特性を理解し、支援のあり方を皆

さんと共有したいと思います。 

講  師：横山 秀昭さん （横浜市旭福祉保健センター） 

報 告者：今村 雅夫さん （特非)大津夜まわりの会）  

 

 

＊ ＜依存症＞ 
 「アルコール・薬物依存症と生活保護ケースワーク」  ～理解と治療導入、回復の支援～ 

生活保護利用者や生活困窮者の中には、何らかの依存症に苦しむ人たちが少なくありません。この講座では「物質

使用障害」といわれるアルコール・薬物依存症の諸問題を中心にとりあげます。依存症は心身の疾患や障がいをもた

らすだけではなく、経済的困窮、虐待や暴力、刑事事件など、様々な問題を引き起こします。  

支援の現場では利用者と支援者の間で誤解やトラブルが生じやすく、「援助困難」と思われやすいですが、依存症

という疾患の理解や、有効な援助の方法が意外とされていないのが現状です。「否認の病」とも言われ、なかなか専

門治療につながらずに困っている方が多いようです。ケースワーカーなど援助職の皆さんが、依存症についての理

解、治療の導入、回復の支援を具体的に理解していただき、実践できるように解説します。 

講  師：谷口 伊三美さん （日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会/大阪市東淀川区保健福祉センター） 

 

 

＊ ＜生活保護裁判＞ 

 「裁判や審査請求から考える生活保護の運用」 
現在、2013年からの生活扶助基準引下げの取消を求める裁判が1000人近い原告によって全国29地裁で継続し

ています。また、この１年では、法63条について福祉事務所の過誤払い保護費の返還処分が取消され確定した東京

の事件、埼玉の無料低額宿泊施設で入所者の請求が認められた事件などで原告が勝訴しています。さらに審査請求で

も、保護費の累積金の収入認定、住宅扶助特別基準設定、一時扶助にかかる請求等で認容裁決が出されています。こ

うした裁判や審査請求の動向から読み取れるものを学び、あるべき制度運用について検討します。 

講  師： 吉永 純さん （花園大学） 

助 言者： 尾藤 廣喜さん （弁護士/鴨川法律事務所）  

 

 

＊ ＜最低生活保障＞ 
 「貧困の地域的・農村的特徴からみた総合的最低生活保障のあり方」 
  ～相対的貧困の広がりの中で最低生活保障の中身をあらためて考える～ 

貧困が拡大しているにも関わらず、生活保護制度利用が画期的に伸びていないという現実は何を物語っているので

しょうか。日本国民の権利としての現行生活保護法ができて67年経つ現在も、スティグマや差別・分断が歴然とし

てあるのは何故なのでしょうか。改めて、人が「生活すること」の捉えを考え直してみましょう。それぞれの生活者

は地域で生活しています。そこには地域独自の生活があり、それに対応したローカルミニマムが存在しています。そ

れはどのような中身で、どんな役割を果たしているのでしょうか。そして、ナショナルミニマムとの統合はどのよう

に理解したらいいのでしょうか。 

人が生きてきて、これからも普通の人として生きていくことを支援するために、「生活者」への理解を深め、最低

生活保障にはどんな施策や要素が含まれるべきなのかを、具体的な地域データ・資料を基に、ミニワークショップ形

式で、一緒に考えてみましょう。 

講  師：佐藤 嘉夫さん （岩手県立大学/岩手地域総合研究所） 

コーディネーター：沼田 崇子さん （盛岡市くらしの相談支援室）  
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全国公的扶助研究会の活動について 
 

 全国公的扶助研究会は、生活保護ケースワーカーや研究者のみならず、生活困窮者自立支援、高齢者福祉、障害者

福祉、児童福祉、地域福祉など、公・民問わずさまざまな現場で活躍をしている会員が所属し、日々活動をしていま

す。具体的には、 

 

 全国セミナー、各地（関東、関西、九州・沖縄、東海など）ブロックセミナーなどの研修開催 

 書籍・ブックレットなどの出版活動 

 メーリングリストを活用した会員同士の情報交換 

 他団体とのイベントの共催、講師派遣 

 

を活動の柱としています。 

 全国セミナーは例年５００名を超えるご参加をいただき、多数の分科会や特別講座などの企画を開催し、新たな学

びの場としてはもちろん、より良い公的扶助を志す全国の仲間との出会いの場としても毎年好評をいただいていま

す。毎年全国さまざまな場所で開催し、新たな公的扶助研究の芽を各地に育てていくことに取り組んでいます。 

全国公的扶助研究会は、上記のような取り組みを一緒に担ってくれる仲間を募集中です。やり甲斐、達成感が感じ

られるだけでなく、第一線で働く仲間たちにも数多く出会えます。全国公的扶助研究会のアドレス（zennkoku_koufuk

enn@yahoo.co.jp）までぜひお問い合わせください！ 

 

               会員になると全国セミナー参加費割引・ 

        機関誌もついてきます！ 

 

 

 

機関誌『季刊 公的扶助研究』 
 

 全国公的扶助研究会では、公的扶助の現場の最新情報を解説し、今現場で何が起きているのか、法制度の状況はど

うなっているのか、公的扶助における援助技術のあり方等を広く読者のみなさんと共有するため、機関誌『季刊 公

的扶助研究』を年に４冊（１、４、７、１０月）発行しています。 

 

【過去の特集テーマ】 

 「社会保障・生活保護の行方と生活困窮者自立支援法」 

 「求められている生活保護基準とは」 

 「貧困の拡大のもとで生活保護ケースワーカーに求められる支援とは？」 

 

 そんな現場から手づくりの機関誌、ぜひ手にとってお読みいただきたいと思います。お問い合わせは全国公的扶助

研究会（http://www.kofuken.com/）、または出版社の萌文社（http://www.hobunsya.com/magazine/koutekifujo/）ま

で！ 

 

                     全国公的扶助研究会 でも検索！！☜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国公的扶助研究会の Facebookにて、2日目、3日目の各分科会・講座などの講師 

報告者・コーディネーターの紹介を掲載していきます。 

また、各分科会・講座などの準備状況、担当者から参加される皆様へのメッセージ、全国

セミナー岩手大会の楽しみ方なども、順次掲載していく予定です。こちらも合わせてご覧く

ださい。 

Facebookもチェック！ 



 

                      - 10 - 

 

                       参  加  費                         

 

《参加費》   

一   般：１０，０００円（内訳：参加費７，０００円＋資料代 ３，０００円） 

公扶研会員：  ５，０００円（内訳：参加費２，０００円＋資料代 ３，０００円） 

学   生：  ５，０００円（内訳：参加費２，０００円＋資料代 ３，０００円）学生証を提示ください 

岩 手 県 民：  ５，０００円（内訳：参加費２，０００円＋資料代 ３，０００円）在住者または在勤者 

 

フィールドワーク参加者は別途３，０００円（2日目昼食代込）が必要となります。 

※参加費は当日受付でお支払いいただきます。 

※受付で学生証の提示がない場合は参加費の割引ができません。学生証は必ずご提示ください。 

※平成29年10月26日を一次締切日とします。期日を過ぎてからの申し込みも可能ですが別途500円を参加費に追加さ

せていただきますので、早目の申し込みをお願いします。（当日申込も可能） 

※セミナー3日間のうち、1日のみの参加も可能ですが、参加費の割引等はありません。 

※2日目は午前午後で参加する分科会を変更することはできません。 

 

 

《1日目懇親会》 

参加費  ５，０００円 

先着順のため当日申込が出来ない可能性があります。セミナー参加の申し込みと同時の申し込みをお願いしま

す。参加者にはセミナー受付にて懇親会参加券をお渡しします。 

 

《昼食について》 

2日目、3日目 岩手大学内「中央学生食堂」は通常通り営業しており、ご利用いただけます。 

セミナー実行委員会による弁当の販売、斡旋はありません。各自でご用意いただくか、学生食堂をご利用ください。 

 

 

《宿泊について》 

宿泊施設・ホテルの斡旋等は行っていません。 

各自で早目に御予約されることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

・全国公的扶助研究会未入会の方 

会員年会費6,000円（年間4冊の機関誌購読料3,000円含む）のお支払いで、セミナー参加費が一般価格から 
会員価格5,000円となります（年会費6,000円＋参加費5,000円＝合計11,000円）。 

・機関誌「公的扶助研究」を定期購読されている方 

機関誌年間購読料に 3,000円を足すことで、全国公的扶助研究会の会員となり、セミナー参加費が一般価格から
会員価格となります。 

全国公的扶助研究会への入会をセミナー参加申込と同時にご検討ください。当日入会も可能です。 
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                    申込方法・問い合わせ先                     

 

《申込方法》 

①申込フォームによる申し込み 
PC･スマートフォン共通 

⇒ https://ws.formzu.net/fgen/S5177184/ 

下記ウェブサイトからも申込フォームへアクセスできます。 

・全国公的扶助研究会ホームページ 

・第50回公的扶助研究全国セミナーフェイスブック 

（https://www.facebook.com/zensemi50/） 

 

 

②ＦＡＸによる申し込み 
申込用紙送信先 ⇒ FAX 050-3730-2116 

別添の申込用紙に必要事項をご記入の上、上記へ送信ください。 

申込用紙はホームページおよびフェイスブックページからもダウンロードできます。 

 

◎申込後の変更およびキャンセルは 

⇒ 電子メール zensemi2017@gmail.com 

⇒ FAX 050-3730-2116 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

《全国セミナーの内容に関するお問い合わせ先》 

⇒ 電子メール zennkoku_koufukenn@yahoo.co.jp 

⇒ FAX 050-3730-2116 
 

・お問い合わせは下記の要領でお願いします。回答は、後日になる場合があります。 

・件名は「全国セミナーについて」と明記してください。 

・電話やＦＡＸによる回答を希望される場合はその旨を明記し、連絡先の番号を付記してください。 
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                    会 場 ア ク セ ス                       

 
盛岡劇場（１日目） 
 
●タクシー 盛岡駅から10分 
 
●バ ス   
・盛岡バスセンター下車徒歩5分 
・南大通一丁目下車徒歩２分 
 
●J R 
・仙北町駅下車徒歩17分 
 
 
 
 
 

岩手大学（２・３日目）：学生センターＡ棟 2・3・4階 

※岩手大学は車の乗入禁止 

キャンパスマップ 

正門 

【盛岡駅からのアクセス】 

●バス：盛岡駅前バスターミナル11番のりば 

  ▶岩手県交通バス駅上田線 

   乗車－「松園バスターミナル行き」 

   下車－「岩手大学前」 

  ▶岩手県交通バス駅桜台団地線 

   乗車－「桜台団地行き」 

   下車－「岩手大学前」 

●徒歩：25分 

バス停案内 


