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　大会日時　　2011 年 9 月 3 日（土）～ 4 日（日）

　大会会場　　関西福祉科学大学（大阪府柏原市旭ケ丘 3 丁目 11 − 1）
※近鉄「河内国分」または「大阪教育大前」から徒歩 12 分程度。

ご来場には公共交通機関をご利用ください。やむを得ない事
情によりお車でお越しになる場合は、8 月 10 日までに事務局
へご連絡ください。

　大会テーマ　　
　「被害～加害～被害
　　　──虐待と非行・犯罪への司法福祉実践を考える──」

　大会日程
■第 1 日　9 月 3 日（土）

午前 10 時～ 12 時　プレセッション
（１）ラウンドテーブル
　「私たち支援者は、何ができたのか。何ができなかったのか
　　　──当事者からの提言を受けて──」
内容：少年院・児童自立支援施設出身者から、そこで出会った司

法・福祉、教育等の支援者（専門職）について語っていた
だき、それを受け、私たちの支援のあり方を探る。

話題提供者：コーディネーター　前野育三（兵庫県弁護士会）
　話題提供者　当事者１　才門辰史

（特定非営利活動法人セカンドチャンス！副代表）
　支援者１　津富　宏（特定非営利活動法人セカンドチャンス！代表、
　　　　　　　　　　　　静岡県立大学）
　当事者２　Ａ氏（女性）
　支援者２　山野則子（大阪府立大学）

　
（２）ワークショップ
　「学校での『加害』、家庭での『被害』」
内容：スクールソーシャルワーク・アセスメント（演習）『生徒

指導提要』でも繰り返し記載されているように、近時、学

校での生徒指導や教育相談では「アセスメント」が求めら
れており、特に子どもの非行や問題行動等を考えるうえ
で「虐待」の視点は不可欠であると言われている。このワ
ークショップでは、様々な情報から包括的に背景を見立て
るスクールソーシャルワーク・アセスメントのプロセスを、
模擬事例を使って体験する。　　　　　

企画・担当：佐々木千里（立命館大学、SSW スーパーバイザー）
対象：教職員、SSW、SC、関係職種の方（教育、福祉、司法、

医療、警察等）、研究者等
参加申し込み：同封のハガキにて申し込みを受け付けます。なお。

人数の関係で申込者全員がご参加いただけない場合もあり
ますので、予めご了解ください。

午後 1 時～ 1 時 10 分　オープニング・セレモニー
午後 1 時 10 分～ 5 時 40 分　大会シンポジウム＆ミニ講演
　

［午後 1 時 10 分～ 3 時］
シンポジウム１　虐待～虐待から非行への移行～

シンポジスト　　　小川剛史（寝屋川市教育委員会）、山本恒雄 （日
本子ども総合研究所）、加藤曜子（流通科学大
学）

コーディネーター　野田正人（立命館大学）

［午後 3 時 10 分～ 3 時 40 分］
　ミニ講演「非行の背景を考える」
　　講演　野口善國（兵庫県弁護士会）

［午後 3 時 50 分～ 5 時 40 分］
シンポジウム２　非行「非行の背景にある子どもの傷つき」

　シンポジスト　　相澤　仁（国立武蔵野学院院）、松田美智子
（法務省名古屋矯正管区）、野口善國（兵庫県
弁護士会）

　コーディネーター　加藤幸雄（日本福祉大学）

第 12 回日本司法福祉学会全国集会「おおさか大会」のご案内

　日本司法福祉学会第 12 回大会実行委員会の事務局長を仰
せつかりました、関西福祉科学大学の遠藤洋二でございます。
　今回は 8 月上旬に、神戸市内で国際犯罪学会第 16 回世界
大会が開催される関係で、例年より 1 月遅れた全国大会とな
ります。
　第 12 回大会の会場である関西福祉科学大学は、奈良との
県境にほど近い大阪府柏原（かしわら）市にあります。近隣
には全国第 2 位の大きさを持つ応神天皇陵をはじめとする

「古市古墳群」、少し足を延ばせば遷都 1300 年を迎えた「奈
良」、2000 年以上の歴史を持つといわれる「伊勢神宮」など、
歴史と自然に囲まれた環境にあります。
　最寄駅である「近鉄河内国分駅」へは徒歩約 12 分、ＪＲ
大阪駅へは約 50 分、空路で言えば関西空港および伊丹空港
へは 1 時間強と、利便性が高いとは言えませんが、「天王寺」

「上本町」「難波」「鶴橋」など、大阪らしい繁華街へ 30 分以
内で行けるなど、飲食・宿泊等にご不便をおかけすることは
ありません。
　今回のテーマは、対極で捉えがちな「被害」と「加害」の
関係に焦点を当て、連鎖、錯綜する両者に対応する司法福祉

実践を中心に議論ができればと考えています。
　また、小中学校に多くのスクールソーシャルワーカーが配
置され、積極的に児童・生徒の問題に関わっている大阪府の
地域性を見据え、教育機関と司法、福祉機関との連携・協働
について理解を深めるため、大会初日のプログラムへは、学
校関係者に対しても幅広く参加を呼び掛ける予定です。
　学会理事でもあります立命館大学の野田正人先生、甲南大
学の前田忠弘先生をはじめ、関西を中心とした研究者、実務
家の方々に実行委員会へ加わっていただき、現在、全国から
おいでいただく会員諸氏をお迎えする準備をしております。
　何かと不慣れで皆様方にはご迷惑をおかけすることもある
かとは存じますが、実行委員長である松宮満（関西福祉科学
大学）を中心に、大学を挙げて第 12 回大会を盛り上げてい
く所存です。　
　当日は、今のところ大学行事は入っておらず、皆様方が活
発にご議論していただく場は十二分にご用意できると思いま
す。昨年の状況を考えますと、猛暑が続く中の大会であるこ
とが予想されますが、より多くの方々にご参加いただきます
ようお願い申し上げます。

「おおさか大会事務局長」あいさつ
遠藤洋二

大会概要
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午後 5 時 40 分～ 6 時 20 分　日本司法福祉学会総会
午後 6 時 30 分～　　　　　　懇親会

■第 2 日　9 月 4 日（日）

午前 9 時～ 12 時 30 分　テーマ別分科会

　第１分科会　
　「精神障害者の人権は守られているか
　　……相談機関、医療機関、施設、地域での取り組みと課題」
　企　画　者：松原　新（鈴鹿医療科学大学）

話題提供者：妹尾　忍（岡山市こころの健康センター）、峰政裕一郎
（和歌山市・ももたにクリニック）、池淵佐知子（米子
市・養和病院）、富田千晶（鈴鹿市・ジェイエイみえ会）

　第２分科会　
　「社会的養護における児童養護施設と児童自立支援施設の役割
　 分担──児童福祉施設間の連携を中心に──」
　企　画　者：小林英義（東洋大学）、小木曽　宏（房総双葉学園）

話題提供者：平井光治（里親）、叶原土筆（南野育成園）、野口善
國（弁護士）

　第３分科会　
　「非行少年に対する学校の役割
　　──スクールソーシャルワーカーの視点からのとらえ直し──」
　企　画　者：金澤ますみ（大阪人間科学大学）
　話題提供者：徳永祥子（阿武山学園）、野田正人（立命館大学）
　　　　　　　ほか教育委員会、家庭裁判所関係者（未定）

　第４分科会　
　「非行態様別指導（暴力）ワークショップ」
　　企画者：若狭広直（青森少年院）

　第５分科会　
　「ドメスティック・バイオレンスに対する司法・行政の役割
　　──多角的アプローチから──」
　企　画　者：松村歌子（関西福祉科学大学）

話題提供者：井上匡子（神奈川大学）、宮園久栄（東洋学園大学）、
斎藤実（弁護士）、立石直子（岐阜大学）、上北正人

（神奈川大学）町村泰貴（北海道大学）、手嶋昭子
（京都女子大学）

　第６分科会
　「犯罪者の社会復帰支援」
　企　画　者：古川隆司（追手門学院大学）

話題提供者：中川英男（滋賀県地域生活定着支援センター）、原田
和明（南海福祉専門学校）、益子千枝（大阪府地域生
活定着支援センター、よりそいネットおおさか）

　第７分科会　＊現在企画中
　「施設生活の意識に関する調査研究」
　企　画　者：西嶋嘉彦（大阪府立修徳学院）

　第８分科会　＊現在企画中
　「少年司法の現状」（仮題）
　企　画　者：前田忠弘（甲南大学）

午後 1 時 30 分～午後 4 時　自由研究発表
（＊報告 15 分、質疑討論 10 分）

○第１会場　司会進行：古川隆司（追手門学院大学）
　発表者
１．「更生保護施設における『福祉との連携』に対する意識」古

川隆司（追手門学院大学）

２．「地域定着支援に関わる職員からみた地域定着支援センター
の困難について」江口賀子（西九州大学）

３．「香港における群育学校」山田美香（名古屋市立大学大学院人
間文化研究科）

４．「少年保護団体における戦時中の少年保護の実態──昭和 18
年『司法保護団体名鑑』による考察」内田知宏

５．「少年の逆送決定と裁判員裁判における重罰化：いわゆる
『犯情説』の構造と役割」斉藤豊治（大阪商業大学）

６．「『迷惑施設』をめぐる地域紛争と合意形成」野村恭代（関西
福祉科学大学）

○第２会場　司会進行：藤原正範（鈴鹿医療科学大学）
　発表者
１．「児童相談所と弁護士会の連携、協働についての実務的課題」

遠藤　洋二（関西福祉科学大学）
２．「児童相談所一時保護所が地域児童相談体制に与える影響に

関する研究── 2007 年から 2009 年にかけて新設された一時
保護所のある地域の調査から──」山口聡一郎（鈴鹿医療科
学大学大学院医療科学研究科）

３．「児童虐待死亡事例について司法記録等を用いた検証につい
て」齋藤知子（帝京平成大学）

４．「イタリアの精神保健福祉の歴史的変遷」冨田千晶（社会福祉
法人ジェイエイみえ会）

５．「市教委による効果的な生徒指導に向けた戦略的取り組み」
佐々木千里（立命館大学）、小川剛史（寝屋川市教育委員会）

６．「被虐待の子どもが非行化したときの支援──児童養護施設
の現状分析──」藤原正範（鈴鹿医療科学大学）

　大会参加費
　　会員・非会員　　3,000 円
　　弁当　　　　　　1,000 円（1 日目・2 日目両日の場合 2,000 円）
　　懇親会　　　　　4,000 円

　大会参加者へ
１．参加申し込みは同封のハガキをお使いください（締め切りは

8 月 19 日［金］）です）。
２．参加費は同封の「振込取扱票」をご利用ください。郵便局等

に設置されているＡＴＭから振り込みいだだければ手数料は
80 円です。手数料はご負担いただきますようお願いいたしま
す。円滑な大会運営のため、事前振り込みにご協力ください。

３．大学内のコンビニエンスストア・食堂は、両日とも営業して
おりません。周辺には大きな飲食店はありません。用意して
おります弁当をご利用ください。

４．ホテル等の宿泊の斡旋は行いません。河内国分駅から 30 分
程度で行ける「心斎橋・なんば・上本町・天王寺等」に、安
価なビジネスホテルが多数ありますのでご利用ください。

　　
　後　援　　
社団法人大阪社会福祉士会
　問い合せ先　
　事務局　
〒 582-0026　大阪府柏原市旭ヶ丘 3 丁目 11 − 1　
　　　　関西福祉科学大学社会福祉学部　遠藤洋二（事務局長）　
　電 話　　072-942-2951（ダイヤルイン）、072-978-0088（代）
　FAX　　072-978-0377　　E-mail　 yendo@fuksi-kagk-u.ac.jp
　◎お問い合わせは、原則、電子メールでお願いします。

■プレセッション・シンポジウム・各分科会の企画者、自由研究
発表者へのお願い

　抄録集掲載用の原稿を 7 月 16 日（土）までに遠藤洋二までメ
ールで送ってください（期限厳守をお願いします）。

　（様式）　用紙サイズ：Ａ４、ワードで作成
　　　　　原稿枚数：プレセッション、シンポジウムは適宜、各
　　　　　分科会、自由研究発表は２枚まで
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