
 事業名 日時・会場 内容 出席等 

平成 27 年度       

福祉系大学経営者協議会 

第１回総会・講演会 

平成 27 年 6 月 24 日（水） 

13：30～14：30 

会場:アルカディア市ヶ谷 

(私学会館) 7 階「妙高」 

 

＜講演会＞ 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 副会長 潮谷 義子 

講師：厚生労働省 社会･援護局 福祉基盤課  

福祉人材確保対策室 主査 二渡 努 様 

演題：「介護人材確保策の動向」 

質疑・協議  全体を通して質疑、協議など 

 

出席大学（計１４大学）    

北星学園大学、北海道医療大

学,国際医療福祉大学、群馬医

療福祉大学、淑徳大学、文京

学院大学、日本社会事業大

学、ルーテル学院大学、長野

大学、中部学院大学、同朋大

学、日本福祉大学、関西福祉

科学大学、兵庫大学 

15：00～16：30 

 

＜総会＞ 

開会挨拶 会長 島田 燁子  

Ⅰ．平成 26 年度 事業報告および決算について 

Ⅱ．平成 27 年度 行動計画について 

１.平成 27 年度 行動計画（主要事業） 

  ２.総務・企画委員会 

  ３.研究活動・教育向上委員会 

  ４.就職・学生募集委員会 

  ５.復興支援委員会 

Ⅲ．平成 27 年度 予算（案）について 

Ⅳ．その他 

１．2015 年度鉄道弘済会奨学生の選考結果について 

２．福祉系学部･学科の運営概況調査と進路調査（依頼） 

３．2015 年度福祉系大学経営者協議会名簿について 

４．その他案件 

Ⅴ．人事 役員の改選及び委員会の構成について 

閉会挨拶 副会長 丸山 悟 

 

復興支援委員会 平成 27 年 9 月 1 日（火） 

～9 月 5 日（土） 

 

＜ソーシャルワーカーの“声”プロジェクト in 宮城・福島＞ 

第８次派遣の実施  

被災地訪問およびソーシャルワーカーへのインタビュー 

参加大学（計５大学） 

【宮城】文京学院大学・関西福

祉科学大学 

【福島】淑徳大学・中部学院大

学・日本福祉大学 

 

◇平成２７年度事業報告（活動状況等）                 



事業名 日時・会場 内容 出席等 

総務企画委員会 平成 27 年 9 月 25 日（金） 

16：00～17：30 

会場：日本福祉大学 東京

サテライト(新橋) 

 

１．総務・企画委員会の今年度課題について 

２．会員校拡大に向けての取組みについて 

３．各委員会の進捗状況について 

４．第１回理事会（2015 年 10 月 30 日）議事について 

５．その他 

 

参加者（計６名） 

日本社会事業大学石塚専務理

事、国際医療福祉大学小林医療

福祉学部教授・学生部長、日本

福祉大学丸山理事長、東京ｻﾃﾗｲ

ﾄ事務室長菅、理事長・学長室長

粉川、理事長・学長室員森田 

総務企画委員会 平成 27 年 10 月 6 日（火） 

 

＜運営概況調査と進路調査＞ 

１．平成 27 年度生入試の状況（福祉系学部・学科）     

〈1 年次入学・3 年次編入学〉 

２．平成 27 年度 在学生数の状況（福祉系学部・学科） 

３．平成 26 年度 社会福祉士及び精神保健福祉士国家試験の状

況（新卒者） 

４．平成 26 年度 進路状況 

５．平成 26 年度 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験合格者

の進路状況 

以上の調査結果を各会員校の情報共有化を図るため送付した。 

 

 

平成 27 年度      

福祉系大学経営者協議会 

理事会 

 

平成 27 年 10 月 30 日（金）

15：00～16：30 

会場：同志社大学 今出川

キャンパス  

＜理事会＞ 

１．会員校拡大に向けての取組みについて 

２．各委員会の取組み状況について 

（1）総務・企画委員会 

（2）研究活動・教育向上委員会 

（3）就職・学生募集委員会 

（4）復興支援委員会 

３．その他 

（1）鉄道弘済会平成 28 年度奨学生募集について 

 

参加者（計８名） 

淑徳大学長谷川理事長、関西福

祉科学大学江端理事長・学園

長、森下総務部員、国際医療福

祉大学小林教授(医療福祉学部

医療福祉・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科長)、日

本社会事業大学石塚専務理事、

日本福祉大学丸山理事長、理事

長・学長室室長粉川、理事長・

学長室森田 



事業名 日時・会場 内容 出席等 

総務企画委員会 平成 27 年 11 月 9 日（月） 

14：00～14：30 

厚生労働省 

 

＜厚生労働省表敬訪問＞ 

厚生労働省 社会・援護局  

総務課長 山本 麻里 様 

福祉基盤課 福祉人材確保対策室長 榊原 毅 様 

福祉基盤課 福祉人材確保対策室 室長補佐 関口 彰 様 

 

参加者（計５名） 

日本福祉大学丸山理事長、大

乗淑徳学園長谷川理事長、日

本社会事業大学石塚専務理

事、日本福祉大学東京ｻﾃﾗｲﾄ室

長菅、理事長・学長室長粉川 

 

就職・学生募集委員会 

第 5 回福祉系大学経営者協

議会・就職担当者情報交換

会 

 

平成 27 年 11 月 20 日（金）

13：00～14：30  

会場：淑徳大学 池袋サテラ

イトキャンパス 

 

＜講演会＞ 

開会挨拶 淑徳大学学長 足立 叡 様 

講師：松田 智生 氏 

（三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター 主席研究員  

チーフプロデューサー） 

演題：「日本版 CCRC*がもたらす福祉社会の可能性 

                 －生涯活躍の視点から－」 

＜情報交換会＞ 

司会：淑徳大学キャリア支援センター事務室長 岡澤 順 様 

講演の感想、各大学の就職結果の現状、求人状況、 

課題について情報交換等 

 

参加大学（計 11 大学 23 名） 

東北福祉大学、国際医療福祉大

学、群馬医療福祉大学、淑徳大

学、文京学院大学、日本社会事

業大学、中部学院大学、同朋大

学、日本福祉大学、関西福祉科

学大学、熊本学園大学 

研究活動・教育向上委員会 

｢障害のある学生の受け入

れに関する研修会｣ 

 

平成 27 年 12 月 18 日（金）

13：00～16：00  

会場：国際医療福祉大学大 

学院 青山キャンパス 

 

テーマ「障害のある学生の受け入れと学習機会の保障について」

１．テーマ説明（国際医療福祉大学） 

２．実践発表①日本社会事業大学 

３．実践発表②淑徳大学 

４．質疑応答及び出席者全体での情報交換 

参加大学（計 10 大学 23 名） 

群馬医療福祉大学、淑徳大学、

日本社会事業大学、文京学院大

学、ルーテル学院大学、日本福

祉大学、長野大学、関西福祉科

学大学、兵庫大学、国際医療福

祉大学 

 



事業名 日時・会場 内容 出席等 

理事会（書面表決） 平成 27 年 12 月 18 日（金） 新規加盟校加入決定 

・静岡福祉大学・徳山大学・金城大学 

日本福祉大学、日本社会事業大

学、淑徳大学、国際医療福祉大

学、関西福祉科学大学、文京学

院大学 

理事会（書面表決） 平成 28 年 1 月 8 日（金） 新規加盟校加入決定 

・大阪人間科学大学 

理事会（書面表決） 平成 28 年 1 月 21 日（木） 新規加盟校加入決定 

・田園調布学園大学 

平成 27 年度      

福祉系大学経営者協議会 

第２回総会・講演会 

平成 28 年 1 月 31 日（日） 

13：00～13：50 

会場:アルカディア市ヶ谷 

(私学会館) 6 階「霧島」 

＜講演会＞ 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 副会長 潮谷 義子 

講師：厚生労働省 社会･援護局 福祉基盤課  

福祉人材確保対策室 室長補佐 菊池 芳久様 

演題：「福祉人材確保・定着支援の動向と今後の方向性について」

質疑・協議  全体を通して質疑、協議など 

 

出席大学（計２１大学）    

北星学園大学、北海道医療大

学、東北福祉大学、国際医療

福祉大学、群馬医療福祉大

学、淑徳大学、文京学院大

学、日本社会事業大学、ルー

テル学院大学、長野大学、中

部学院大学、同朋大学、日本

福祉大学、関西福祉科学大

学、兵庫大学、長崎国際大

学、熊本学園大学、静岡福祉

大学、徳山大学、金城大学、

田園調布学園大学 

13：50～14：50 

 

＜総会＞ 

開会挨拶 会長 丸山 悟 

Ⅰ．新規加盟校のご紹介 

Ⅱ．平成２７年度事業経過報告 

  １.総務・企画委員会/２.研究活動・教育向上委員会 

３.就職・学生募集委員会/４.復興支援委員会 

Ⅲ．３団体統合について 

Ⅳ．厚生労働省プロジェクトチームによる「－新たな時代に対応

した福祉の提供ビジョン－」に関する特別委員会への対応に

ついて 

Ⅴ．意見交換「高等教育に関わる政策への対応と福祉人材確保・

育成に関わる各校の取組みについて」 

Ⅵ. その他 

閉会挨拶 副会長 長谷川 匡俊 

 



研究活動・教育向上委員会 

 

平成 28 年 2 月 18 日（木） 

 

第 28 回社会福祉士国家試験問題の内容確認（調査） 

1 月 24 日に行われた社会福祉士国家試験問題への意見を会員校

の皆様より寄せていただき、本協議会として不適切問題との意見

提出を行った。 

参加大学（計８大学） 

北星学園大学、淑徳大学 、ルー

テル学院大学、長野大学、日本

福祉大学、同朋大学 、中部学院

大学、長崎国際大学 

復興支援委員会 平成 28 年 3 月 3 日（木）～

3 月 6 日（日） 

13：00～16：00  

会場：南三陸まなびの里い

りやど 

「災害ソーシャルワークを考えるワークショップ in 南三陸」 

これまでの「ソーシャルワーカーの“声”プロジェクト」の成果

を踏まえ、福祉系大学経営者協議会加盟大学の社会福祉士を目指

す学生が大規模自然災害時のソーシャルワーカーの機能、役割等

を被災地で体感するワークショップを実施。 

参加大学（計４大学） 

文京学院大学、中部学院大学、

群馬医療福祉大学、関西福祉科

学大学 

 


