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表彰①

• 2012年度「女性のチャレンジ賞」（男女共同参画局）

（2009年度英国（高齢者分野）派遣者 岩岡ひとみさん）

• THE 27TH 人間力大賞 厚生労働大臣奨励賞（2013年）

既参加青年の活動既参加青年の活動

• THE 27TH 人間力大賞 厚生労働大臣奨励賞（2013年）

（2009年度英国（高齢者分野）派遣者 岩岡ひとみさん）

• 2012キャリア教育アワード経済産業大臣賞

（NPO法人 日本アントレプレナーシップ アカデミー（JAE）、
2007年度英国、2009年度ドイツ、2010年度ドイツ（いずれも
青少年分野）派遣者所属）
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表彰②

• 2013年度 和歌山県知事感謝状 青少年健全育成
部門（個人） （2005年度オーストリア（青少年分野）派
遣者栗山京子さん）

その他、社会福祉協議会からの感謝状など多数

既参加青年の活動既参加青年の活動

その他、社会福祉協議会からの感謝状など多数
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非営利活動団体の立ち上げ、新規事業所の開設①

• 高次脳機能障害者支援団体（広島県、2004年ア
メリカ合衆国（障害者分野）派遣者）

• 児童デイサービス（島根県、2008年英国（高齢者
分野）派遣者）

既参加青年の活動既参加青年の活動

分野）派遣者）

• 訪問看護・介護事業（島根県、2008年英国（高齢
者分野）派遣者）

• 地域包括ケア（鳥取県、2012年英国（高齢者分
野）派遣者）
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非営利活動団体の立ち上げ、新規事業所の開設②

• 被災者暮らし再構築支援（岩手県、2010年ニュ
ージーランド（障害者分野）派遣者）

• スポーツ障害から子どもたちを守る会（鹿児島県
、2010年ドイツ（高齢者分野）派遣者）

• 2012

既参加青年の活動既参加青年の活動

• リハビリテーション提供団体（広島県、2012年英
国）高齢者分野）⇒2013年5月認可、2014年4月
設立予定

• 認知症グループホーム（スタッフの一部が障害
当事者）（島根県、2009年英国（高齢者分野）派
遣者→認可下りず、2013年方向転換中）
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非営利活動団体の立ち上げ、新規事業所の開設③

• 障害児の「きょうだい」支援（島根県、2008年英国
（高齢者分野）派遣者）

• 障害児を抱える一人親家庭の支援（島根県、
2008年英国（高齢者分野）派遣者）

既参加青年の活動既参加青年の活動

2008年英国（高齢者分野）派遣者）
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多業種連携①

• 高齢者・障害者への入浴美容ケアの講習会の実施
（2009年以降、全国各地で継続実施）

（2009年度英国（高齢者分野）派遣、2009年度フィン

既参加青年の活動既参加青年の活動

（2009年度英国（高齢者分野）派遣、2009年度フィン
ランド（障害者分野）派遣者、2008年ニュージーラン
ド（障害者分野）派遣者を中心に）

• 福祉従事者ネットワークの確立
（2010年度ドイツ（高齢者分野）派遣者、2011年度デ
ンマーク （高齢者分野）派遣者を中心に）
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多業種連携②

• フィリピン・スタディツアーの実施（専門学校でのボランティ
ア活動）

（2009年度英国（高齢者分野）派遣者を中心に）

•

既参加青年の活動既参加青年の活動

• タイのスラム街での物資支援活動（広島の靴メーカーとの
共同事業）

（2009年度ドイツ（青少年分野）派遣者を中心に実施）

• 東日本大震災での被災地支援活動

（被災地出身者と被災地外在住者の連携で、支援物資調
達・配布、医療業務・カウンセリングの実施など多数）

（全派遣年度・分野） 8



学会発表

（2009年度英国（高齢者）派遣者を中心に）

日本看護学会地域看護学（2010年）

「英国の終末期ケアを支える地域社会

システムと多職種の連携」

既参加青年の活動既参加青年の活動

システムと多職種の連携」

日本老年看護学会 第15回学術集会（2010年）

「地域で支える生きがいのある高齢者の生活」

第15回日本看護管理学会年次大会（2011年）
「被災地における救護活動を通したマネジメントの一考察」

第11回CRCと臨床試験のあり方を考える会議（2011年）

「マネジメントから考えるCRCのあり方」 9



専門機関誌への派遣報告・事後活動掲載①

Society for All すべての人の社会（日本障害者協議会）
2008年度ニュージーランド（障害者分野）派遣者
2009年度フィンランド（障害者分野）派遣者
2011年度ニュージーランド（障害者分野）派遣者
2012年度デンマーク（障害者分野）派遣者

ノーマライゼーション（日本障害者リハビリテーション協会）

既参加青年の活動既参加青年の活動

2011年度ニュージーランド（障害者分野）派遣者

ニュージーランド・ノート（東北公益文化大学）
2011年度ニュージーランド（障害者分野）派遣者
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専門機関誌への派遣報告・事後活動掲載②

弱視教育（日本弱視教育研究会）
2009年度フィンランド（障害者分野）派遣者

日本看護学会論文集「地域看護」（日本看護協会）
2009年度英国（高齢者分野）派遣者

薬理と治療（JPT）（ライフサイエンス出版）

既参加青年の活動既参加青年の活動

薬理と治療（JPT）（ライフサイエンス出版）
2009年度英国（高齢者分野）派遣者

福祉新聞（福祉新聞社）
2011年度ニュージーランド（障害者分野）派遣者

月刊「国民医療」（国民医療研究所）
2012年度デンマーク（障害者分野）派遣者

ニュートップL（エヌ・ジェイ出版株式会社）
2008年度ニュージーランド（障害者分野）派遣者
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出版（2011年度ニュージーランド（障害者）派遣団）

『障害のある人が社会で生きる国ニュージーランド

-障害者権利条約からインクルージョンを考える-』
（ミネルヴァ書房、2013年8月刊行）

既参加青年の活動既参加青年の活動

［ポイント］ ・今まであまり紹介されてこなかったニュージーランドの障害者

施策をわかりやすく紹介

・インクルージョンの具現化の一例について知ることができる

・障害者権利条約の批准に向けての日本の問題点がわかる

派遣団として執筆
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既参加青年の活動既参加青年の活動
出版

『豊かな老後生活を目指した

高齢者介護支援

保健医療福祉の連携より』

（関西学院大学出版会、2013年9月刊行）
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（関西学院大学出版会、2013年9月刊行）
（2012年度英国（高齢者）派遣者、18人の執筆者の内の一人）



講演会、講義の実施①

• 障害青年フォーラム2012 in 大分（2012年8月実施、

2011年度ニュージーランド（障害者分野）、2011年度デ

ンマーク（高齢者分野）派遣者 （1泊2日）IYEOチャレン

既参加青年の活動既参加青年の活動

1 2 IYEO
ジファンド活用）

• 障害青年フォーラム2013 in 大分（2013年8月実施、

2011年度ニュージーランド（障害者分野）、2011年度デ

ンマーク（高齢者分野）、2012年度デンマーク（障害者

分野）派遣者 （1日））
14



講演会、講義の実施②

• 介護・地域リハビリテーション研修会（2013年5月実施、
2007年度スウェーデン（高齢者分野）、2010年度ドイツ
（高齢者分野）、2010年度ニュージーランド（障害者分
野）、2012年度英国（高齢者分野）、2012年度デンマー

既参加青年の活動既参加青年の活動

野）、2012年度英国（高齢者分野）、2012年度デンマー
ク（障害者分野）派遣者、IYEOチャレンジファンド活用）

• 講演会

「生きがいのある高齢期の生活づくりを目指して」

（2013年7月実施、2012年度英国（高齢者分野）、2008
年度英国（高齢者分野）派遣者、IYEOチャレンジファン
ド活用） 15



講演会、講義の実施③

• 青少年育成会議 in 米沢（2013年7月実施、2012年度
ドイツ（青少年分野）派遣者、2011年度招へい者（ドイツ
・青少年分野）

既参加青年の活動既参加青年の活動

• 青少年議会フォーラムIN大田（2013年7月実施、2012
年度ドイツ（青少年分野）派遣者、2011年度招へい者（
ドイツ・青少年分野）
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講演会、講義の実施④

• 神奈川脳外傷リハビリテーション講習会（2010年1月、

2009年度フィンランド（障害者分野）派遣者）

• 市民社会をつくる ボランタリーフォーラムTOKYO2009

既参加青年の活動既参加青年の活動

• 市民社会をつくる ボランタリーフォーラムTOKYO2009
（2009年2月実施、2007年度スウェーデン（高齢者分野）
派遣者）

• 『ＳＯＳ！日本の子ども達の心を救うユースワーク』

（2010年5月実施、2009年度ドイツ（青少年分野）派遣者）
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講演会、講義の実施⑤

• 福祉ボランティアリーダー講座（2006年以降毎年1回、

2006年度デンマーク（高齢者分野）派遣者）

• 社会福祉・地域福祉大会での講演（2007年以降毎年数回

既参加青年の活動既参加青年の活動

2006年度デンマーク（高齢者分野）派遣者）

• 医療福祉専門学校での特別講義（2007年以降複数回、

2006年度デンマーク（高齢者分野）派遣者）
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海友会（和歌山県IYEO）とオーストリアでの
独自交流事業の継続実施（青少年分野）

• 訪問先・受入先で青年の合宿セミナー

• 文化体験、ホームステイ

2007年 和歌山へ招へい

既参加青年の活動既参加青年の活動

2007年 和歌山へ招へい

2008年 オーストリアへ派遣

2009年 和歌山へ招へい

2010年 オーストリアへ派遣

2011年 （東日本大震災の影響を考慮して延期）

2012年 和歌山県で受入

2013年 オーストリアへ派遣 19



「高齢者福祉を考える会」スタディツアー

（2006年度デンマーク（高齢者分野）派遣者を中心に実施）

• 高齢者支援に取り組む団体での意見交換・報告会の実施

2007年 静岡県御前崎町、福井県福井市

2008年 福島県鮫川村（あぶくまネット）

既参加青年の活動既参加青年の活動

2008年 福島県鮫川村（あぶくまネット）

2009年 韓国ソウル市・城南市、静岡福祉大学

2010年 京都府京都市（在日コリアン ディサービス）

2011年 （東日本大震災の影響で日程がとれず延期）

2012年 2006年度デンマーク招へい団長とセミナー開催

内モンゴル自治区、

福島県鮫川村（あぶくまネット、延期） 20



日本在住外国人高齢者の将来を考えるフォーラム

2013年 在日コリアン編（協力：社会福祉法人青丘社）

（IYEOチャレンジファンド活用）

関東在住既派遣者（多年度・多分野）が実施

既参加青年の活動既参加青年の活動

日本在住外国人高齢者の将来を考えるフォーラム

2013年 在日コリアン編（協力：社会福祉法人青丘社）

（IYEOチャレンジファンド活用）

関東在住既派遣者（多年度・多分野）が実施関東在住既派遣者（多年度・多分野）が実施
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関東在住既派遣者（多年度・多分野）が実施



今後の予定

• 年1～２回の既参加者による勉強会（東京、各地）

• 国内でのスタディツアー

一般（特に青年層）を対象に、国内の高齢者・障害者への

既参加青年の活動既参加青年の活動

一般（特に青年層）を対象に、国内の高齢者・障害者への
支援について啓発し、福祉分野への理解を促進する勉強
会・視察を実施（年1～2回）

• 国外へのスタディツアー

既参加者・一般を対象に、各国での最新状況の視察や勉
強会（年1回）
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海外（招へい者）①

• 非営利団体（ザンビア難民支援）の立ち上げ（2010
年度英国・障害者分野）

• 日本の非営利団体の取組（団体の理解者を増やす
広報、社会のニーズに合った新規事業、行政との

既参加青年の活動既参加青年の活動

広報、社会のニーズに合った新規事業、行政との
連携）を参考に、自国での取組を開始（2010年度ド
イツ・青少年分野、2010年度ニュージーランド・障害
者分野、2011年度ニュージーランド・障害者分野）

• 日本における移民との共生（滋賀）を参考に、自国
での取組を開始（2009年度ドイツ・青少年分野）
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海外（招へい者）②

• 企業の社会貢献（ボランティア活動）の推進（2009
年度ドイツ・青少年分野）

• EU内の同業種ネットワークの拡大（2009年度ドイツ
・青少年分野）

既参加青年の活動既参加青年の活動

・青少年分野）

（ドイツでの助成金は、EU域内での活動を対象としたもの

に限られていることが多く、日本との更なる交流活動への
予算が確保しにくい）

• 日本の取組（非営利団体活動、分野別活動）につ
いて、セミナー、会議などでの紹介（2008年度英国
・青少年分野、2011年度ドイツ・障害者分野） 24



海外（招へい者）③

• 他業種・他職種とのネットワークを参考に、取組を
開始

（2009年度ドイツ・青少年分野、2010年度英国・青

既参加青年の活動既参加青年の活動

少年分野）

• 東日本大震災への寄付活動（各国で実施）

• 新招へい者との日本の各分野についての勉強会（
英国、ドイツ、デンマーク、ニュージーランドなど）

• 年1回の情報交換会（英国・ドイツ持ち回り）
25


