
 
 

 

 
 

 

 
 

１． 会議テーマ 

誰ひとり取り残さない包摂的な福祉コミュニティの形成 ～ ａｆｔｅｒコロナを見据えて 

・ 2020 年以降、全世界に新型コロナウイルス（Covid-19）の感染が広がり、社会、経済、雇

用・働き方、教育、福祉、文化への影響など、社会全体に厳しい影響が及んでいます。とり

わけ、困窮を抱えている人びとが仕事や家を失ったり減収に陥るなど、従前から社会に潜

在していた課題が顕在化しています。 

・ 社会福祉の領域では、複雑多様な課題を抱えたり孤立した状況にある人を社会的に排除

することなく、自立した生活と社会参加につなげる社会的包摂（ソーシャル・インクルージョ

ン）が近年の重要な理念として定着しています。社会的包摂の実現には、社会福祉専門職

のみならず、行政や地域社会、住民の理解と協力が不可欠であり、地域ごとに地域の特性

を生かした福祉コミュニティを創意工夫をもって形成していくことが重要となります。 

・ 新型コロナウイルスの変異型の出現により、2021 年度も“with コロナ”の状況が続いていま

す。社会福祉関係者には、コロナ禍で生じた課題をのりこえるための実践の共有を通じて、

解決への道筋を得ることが求められます。「誰ひとり取り残すことのない社会」という社会的

包摂の理念を根底に据えた取り組みは、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）にも共通します。 

・ またコロナ禍に伴い、オンラインやＩＣＴを活用した支援のアプローチがソーシャルワーク実

践に有効となりつつあります。社会福祉関係者にとっては、オンラインやハイブリッドでの支

援の取り組みを進めていくことが重要になります。 

・ このような状況下にあって 2021 年度の国際社会福祉協議会・北東アジア（ＮＥＡ）地域会

議は、コロナ禍で分断された人と社会を再構築し、withコロナ、afterコロナの状況下で包摂

性ある福祉コミュニティを形成するための政策的な動向と社会福祉実践について、北東ア

ジア地域に加盟する国・地域の社会福祉関係者どうしの情報共有を図ることを目的に開催

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際社会福祉協議会 北東アジア（ＮＥＡ）地域会議 
ＩＣＳＷ Ｎｏｒｔｈ Ｅａｓｔ Ａｓｉａ Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ 

開 催 要 綱 

 

●国際社会福祉協議会（ICSW／International Council on Social Welfare）について 

 ・社会福祉その他関連する諸問題について、各国の社会福祉従事者、社会福祉関係諸機関等との情報交 

換、研究討議、国際的協力活動を助長促進することを目的する常設機関。日本は全社協が加盟。 

●北東アジア地域会議について 

 ・ICSWの北東アジア地域に加盟する5つの国・地域（韓国、台湾、香港、モンゴル、日本）が隔年で 

開催する会議。2021年度の会議は、日本での初の開催。 

申込期限 11月5日まで延長しました 



 
 

２． 会議概要 

（１） 主 催 

  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

（２） 日 時 

令和３（2021）年11月9日(火) 10：00～13：30 

（３） 会議形式 

・ リモート（オンライン）開催   ＊Zoomミーティング使用 

（４） 言 語 

・ 日本語、英語 

＊海外発表者の報告は、英語（または母国語か英語に通訳された音声） 

＊国内発表者の講演・報告は日本語 

＊会議中の講演・報告、および質疑は、すべて同時通訳を行います。 

＊通訳音声は、Ｚｏｏｍにおいて、英語チャンネル、日本語チャンネルのいずれか

を選択いただくことにより受信できます。 

（５） 参加者 

・ 社会福祉の実践者（施設、団体）  最大250名 

     海外参加者 50名程度、 国内参加者 最大200名 

 

３． タイムテーブル 

日本時間 プログラム 

09：30-10：00 参加登録 

10：00-10：10 開会挨拶     

10：10-10：45 基調講演     

10：45-10：50 休憩 

10：50-12：00 政策レポート   

12：00-12：10 休憩 

12：10-13：20 実践レポート   

13：20-13：25 休憩 

13：25-13：30 閉会挨拶     

      ＊韓国との時差なし、台湾・香港・モンゴルはマイナス 1時間 

 

 



 
 

４． プログラム、スピーカ 

（１）基調講演  「持続可能な福祉社会のビジョン--afterコロナを見据えて」 

広井 良典 氏 

   京都大学こころの未来研究センター教授 

 研究分野 ； 社会保障分野を中心とする公共政策及び科学哲学 

          
 
 
 

 （２）セミナーモデレータ 

    中島 修 氏 

文京学院大学人間学部人間福祉学科教授、元厚生労働省地域福祉 

専門官  

       研究分野 ； 地域福祉、福祉教育、コミュニティソーシャルワーク、 

                権利擁護、災害支援、生活困窮者支援  

 

（３）政策レポート 

 テーマ ； 包摂性を備えた福祉のまちづくり 

国／地域 スピーカ氏名 ＊敬称略 所 属 

韓国 Chung Moo Sung 崇実大学社会福祉学部 教授 

台湾 Li-Fen, Lee 台湾保健福祉省 副大臣 

香港 Anthony Wong 香港社會服務聯會 事業部長 

モンゴル Batchluun Sukhochir ウランバートル国際大学 学部長 

日本 中島 修  （兼） 文京学院大学人間学部 教授 

 
 

（４）実践レポート 

 テーマ ； コロナ禍への対応の実際 

国／地域 スピーカ氏名 ＊敬称略 所 属 

韓国 Lee Sung Hee  アルツハイマー協会 会長 
忠南シルバーケアセンター 所長 

台湾 Li Jia Ting  台湾ホームレス協会 ソーシャルワーカー 

香港 Bosco NG WEDO GLOBAL 設立者・ディレクター 

モンゴル Sukhbaatar Khandmaar  モンゴル国立医科大学公衆衛生学部 教授 

日本 小山 泰明 立川市社会福祉協議会 主任 

 

 

 

 



 
 

５． 参加申込等について 

（１） 参加申込 

下記の申込サイトにアクセスいただき、お申込みください。（9月24日受付開始） 

  北東アジア地域会議申込サイト   

      会議運営支援業務委託事業者 ： 日本コンベンションサービス株式会社（略称JCS） 

申込締切 ；  令和3（2021）年11月5日（金）  

＊定員に達した場合、締切前でも参加をお断りする場合があります。 

・ 国際交流・支援活動会員の登録法人・個人の方は、優先的にご参加いただけるものとします。 

◆国際交流・支援活動会員の詳細については、下記をご参照ください。 

国際交流・支援活動会員のご案内｜全国社会福祉協議会 (shakyo.or.jp)   

 

（２） 参加費 

無料  

（３） 参加申込後に行っていただくこと 

・ 会議資料（日本語版、英語版）は、事前に専用サイトにアップいたしますので、ダウンロード

して会議にご参加ください。ダウンロード用の URLは後日ご連絡いたします。 

・ 当日のミーティングリンクは、会議の数日前に、申込用紙に記載されたＥメールアドレスに

送付いたします。ダウンロード用ＵＲＬやミーティングリンクは、上記  ＪＣＳよりご連絡します。 

 

６． 個人情報の取扱いについて 

・ 本会議の申込者に関する個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシー

ポリシー）にもとづき、適切に取り扱います。   https://www.shakyo.or.jp/kojin.html 

・ 参加申込書に記載された個人情報は、委託業者と共有し、本会議の運営に必要な範囲で

活用いたします。 

・ 参加申込書の情報をもとに参加者名簿（氏名、所属、役職）を作成、配布いたします。 

 

７． その他 

・ 主催者において、Zoomミーティングに関する直接の技術的サポートはできません。 

・ 本会議の Zoom ミーティングはすべて録画いたします。また、主催者の発行する広報媒体

（ニュースレター、メールニュース等）に本会議の報告記事を掲載する関係上、ミーティン

グの画像等を活用する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

■本件に関するご連絡、お問合せ先■ 

全国社会福祉協議会・国際部 （佐々木、勝俣） 

）E-mail） z-kokusai@shakyo.or.jp  TEL) 03-3592-1390  FAX）03-3581-7854 

 〒100-8980 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル 

 
QRコード 

 

1. QRコー

ド 

https://entry.convention.co.jp/f-system3/view/view_form.php?form_id=6240&code=75a5e
https://www.shakyo.or.jp/bunya/kokusai/member.html
https://www.shakyo.or.jp/kojin.html
mailto:z-kokusai@shakyo.or.jp


 
 

国際社会福祉協議会 北東アジア地域会議 
参加申込→当日参加までの流れについて 

全国社会福祉協議会 国際部 

 

この度は、国際社会福祉協議会・北東アジア地域会議（以下、本会議）にお申込みいただき、

ありがとうございます。本会議のお申込みから当日の参加までの流れは、次のとおりです。 

 

１． 参加申込  

次の申込サイトにアクセスいただき、お申込みください。（受付開始；９月24日） 

       北東アジア地域会議申込サイト 

申込サイトは、全国社会福祉協議会が本会議の運営支援を委託する、日本コンベン

ションサービス株式会社（略称 JCS）が開設したお申し込み用のフォームです。 

 

２．申込受付 

・ 上記フォームからの申込登録直後に、申込登録完了のメールをお送りいたします。発

信者は、icsw-admin@convention.co.jpです。（自動返信にて送信します） 

・ メールが受信できない場合は、メールの受信設定等をご確認ください。 

・ ご登録翌日になっても登録完了のメールが届かない場合は、下記の会議事務局へご連

絡ください。 

 

３．ミーティングリンク、資料ダウンロード用ＵＲＬの送付 

・ 当日のミーティングリンク、資料ダウンロード用URLは、11月2日（火）以降に

メールで送信予定です。発信者は、icsw-admin@convention.co.jpです。 

・ ダウンロード用ＵＲＬからは、お手元用の日本語資料（プレゼンテーションスライド）、

参加者名簿（氏名、所属、役職）をダウンロードいただけます。 

 

４．キャンセル、変更のご連絡 

・ キャンセルや申込内容の変更は、下記ご連絡先にメールにてご連絡下さい。 

 

 

会議事務局【お問合せ、ご連絡先】 

 申込関係 ；日本コンベンションサービス（JCS）（担当；嘉数
かかず

） 

e-mail ／ icsw-admin@convention.co.jp 

 会議内容等；全国社会福祉協議会国際部（担当；佐々木、勝俣） 

e-mail ／ z-kokusai@shakyo.or.jp  電話／03-3592-1390 
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