
 

（一社）日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会（ＪＡＳＷＤＨＨ） 

2018 年度研究大会 

障害者差別解消法と聴覚障害ソーシャルワークの課題 

～「聴覚サポートなかま」事業からみえたもの～ 

一般社団法人日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会では、2013 年度から全国聴覚障害者相談支援事

業「聴覚サポートなかま（以下、なかま）」（日本財団助成事業）での実践を通して、聴覚障害児・者の

相談支援の事業化に向けた個別派遣、地域の社会資源の開拓等を行いながら、聴覚障害児・者に寄り添

うより良い支援とは何か、皆さんと共に考えていきたいと活動を進めております。 

今回は上記のテーマを設け、午前中は（一財）全日本ろうあ連盟の代表として聴覚障害当事者が抱え

る現在の課題等についてご講演いただきます。午後は全国の聴覚障害者関連団体及び専門職能団体の方

をお招きして、なかま事業から浮かび上がってきた課題を整理し、聴覚障害クライアントが安心して支

援を受けることができる社会に向けて、聴覚障害当事者ソーシャルワーカーも十分活動できるためには

どのように取り組んでいけば良いのかご助言をいただきたく、シンポジウムの形式で実施いたします。 

記 

＜日 時＞ 2018 年６月 17日（日）10：00～16：00（9 時半受付）             

＜場 所＞ 大橋会館（予定） https://www.neclivex.co.jp/ohashi/hotel/access.html 

東京都目黒区東山三丁目 7 番 1号 8（池尻大橋駅東口から徒歩 3分） 

＜内 容＞ 9：30～10：00  受付 

10：00～12：00  午前の部 

【基調講演】 

テーマ:「聴覚障害児・者の暮らしを支えるための相談支援を考える（案）」       

講 師：一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石野 富志三郎 氏 

13：00～16：00 午後の部 

【基調報告】「『聴覚サポートなかま』事業の支援活動を振り返って 

～聴覚障害ソーシャルワークの現状と課題（仮称）～」 

報告：一般社団法人日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 

【シンポジウム】テーマ： 

「障害者差別解消法と聴覚障害ソーシャルワークの課題 

   ～『聴覚サポートなかま』事業からみえたもの～（予定）」 

＜シンポジスト・コーディネーター（予定）＞ 

（１）一般財団法人全日本ろうあ連盟理事長 石野 富志三郎氏 

（２）特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会 

副理事長 小野 康二氏 

（３）公益社団法人日本社会福祉士会会長  西島 善久氏 

（４）公益社団法人日本精神保健福祉士協会前理事 健康科学大学准教授 池谷進氏  

（５）一般社団法人日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 

 



 

 

6 月 17 日（日）プログラム（案） 

期日 時 間 内  容 

 6 

 月 

17 

 日 

（日） 

 

9:30 受付 

10:00 会長挨拶・趣旨説明・講師紹介 

10:10 

【基調講演】 

「聴覚障害児・者の暮らしを支えるための相談支援を考える（仮）」       

講 師：一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石野 富志三郎 氏 

11:40 昼食 

12:30 午後の部 受付 

13:00 

【基調報告】 

テーマ：「『聴覚サポートなかま』事業の支援活動を振り返って 

～聴覚障害当事者ソーシャルワーカーの現状と課題（仮）～」 

一般社団法人日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 

13:30 休憩 

13:40 

（途中休憩） 

【シンポジウム】 

テーマ：「障害者差別解消法と聴覚障害ソーシャルワークの課題 

   ～『聴覚サポートなかま』事業からみえたもの～（予定）」 

シンポジスト（予定） 

（１）一般財団法人全日本ろうあ連盟理事長 石野 富志三郎氏 

（２）特定非営利活動法人全国聴覚障害者情報提供施設協議会 

                副理事長 小野 康二氏 

（３）公益社団法人日本社会福祉士会会長  西島 善久氏 

（４）公益社団法人日本精神保健福祉士協会前理事  

健康科学大学准教授  池谷 進氏 

（５）一般社団法人日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会 

15:50 まとめ  

16:00 終了 

＜参加対象者＞（一社）日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会会員、聴覚障害児・者相談支援及び教育 

に関心を持つ福祉専門職、行政関係者、手話通訳関係者、教育関係者等 

＜定   員＞ 60名 先着順 

＜参 加 費＞ ・協会会員：無料 

・一般（非会員）：1,000円 ※当日受付でお支払ください 

＜参加申込み＞ 別紙申込み用紙に必要事項を記入後、事務局宛にメールまたは FAXを送信して下さい。 

申込み締切：平成 30年 6月 5日 定員（60名）になり次第締め切ります。 

＜後援団体（予定）＞ 

公益社団法人日本社会福祉士会・公益社団法人日本精神保健福祉士協会  

一般財団法人全日本ろうあ連盟・ 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会           

公益社団法人 東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟 



 

会員の皆様へ 

一般社団法人日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会(JASWDHH) 

 2018 年度 会員研修のお知らせ（予定） 

 

 会員の皆様、日々の支援活動等お疲れさまです。 

総会終了後に本年度の当協会会員を対象に研修を実施致します。 

聴覚サポートなかま事業（以下、なかま）は今年で 6 年目となり、ますますニーズが高

まり、課題も増えてきました。 

つきましては、以下の内容で全国各地の支援事例の報告を行い、意見交換をさせていた

だきたいと考えています。会員の皆さまには支援活動の状況・課題等を聞きながらご意見

ください。またご自身のスキルアップに生かしていただき、よりよい支援につなげていた

だきたく、皆さまの積極的なご参加をお待ちしております。また懇親会でも親交を深めて

いただければと思いますので、こちらもぜひご参加ください。 

記 

日  時 ２０１8 年６月１6 日（土） 

会  場 大橋会館（予定） https://www.neclivex.co.jp/ohashi/hotel/access.html 

東京都目黒区東山三丁目 7 番 1 号 8（池尻大橋駅東口から徒歩 3 分） 

スケジュール 12 時 30 分     総会受付  

 （予定）  13 時          総会 

       14 時       会員研修会 

       17 時      終了（予定）  

＜研修プログラム（予定）＞  

時間 内容 その他 

14:00 開会・挨拶 司会・会長 

14:05 2017 年度なかま状況報告 派遣コーディネーター 

14:20 

 

事例報告① 

（途中休憩あり） 

なかま派遣ワーカー 

15:00 事例報告② なかま派遣ワーカー 

15:30 事例検討（グループワーク）  

16:30 まとめ  

17:00 終了 司会 

※プログラムは変更することがありますのでご了承ください。 

＜受講対象者＞ 一般社団法人日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会の会員 

＜参 加 費＞ 無料  

＜懇 親 会＞ 会員同士で親交を温めませんか？（予算は 3000～4000 円予定） 

＜参加申込みについて＞ 

① 別紙参加申込書にご記入の上、事務局までメールまたは FAX をお送り下さい。 

（恐れ入りますが、氏名・連絡先は必ずご記入ください。） 

② 懇親会への参加を希望される方は、研修会参加申込みと併せて事務局へご連絡下

さい。（懇親会参加費は当日受け付けます。） 

以上  



ＦＡＸ：０３－５４６４－６０５９ 事務局宛 
Ｅ－Ｍａｉｌ：office@jaswdhh.org 

2018 年度（一社）日本聴覚障害ＳＷ協会 研究大会 

参 加 申 込 書 

１．該当項目に○を入れてください（会員と一般にご注意ください） 

１ 

 

会員 

 ①6月 16日（土）の会員研修のみ参加 

 ② 6 月 17（日）の研究大会のみ参加 

 ③ 両日とも参加 

 ④ 6 月 16日（土・夜）懇親会参加 

２  一般  6 月 17日（日）研究大会参加 

 

２．お 名 前 /                           

３．所属（職場）（任意）/                        

４．都道府県名 /                           

５．Ｆａｘまたは E-Mail/                         

～～～～～～～～～～～～～～～～ 切 り 取 り ～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

                様 

お申込みいただき、ありがとうございます。 

2018年度ＳＷ協会研究大会参加を受け付けました。 

受付番号は             です。 

 

・会員は無料です。一般の方は当日に 1,000円（現金）をお支払いください。 

・資料のみのご請求はご遠慮くださいますようお願い致します。 

・懇親会参加の方は不都合になった場合、キャンセル料発生上 2日前までにご連絡ください。 

日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会事務局 

2018年  月  日受付 


