1.地 域 福 祉
分類番号 資料番号

9100

9100

9100

タイトル

0001

高校生が変わる 老人が変
わる そして町が変わる～
青少年ふくし講座の記録～

0002

ふれあいのまちづくりを求
めて

0003

支えあう たしかな手～小
地域ネットワーク活動～

時間
（分）

20

27

37

種類

内

容

VHS

高校生や高齢者、車椅子利用者が、街は本当に暮らしやすいのか車椅子
で点検し、一枚の福祉マップにまとめた。そして私たちに何ができるか
住民とともに考えた。そうした栃木県氏家町での青少年福祉講座におけ
る活動を紹介。
[企画；氏家町社会福祉協議会 制作；NVC]

VHS

島根県平田市における｢小地域福祉ネットワーク活動｣｢住民への福祉教
育」「在宅福祉活動」について、地区社協を中心に住民が実際に参加し
て取り組みを行っている様子を紹介。
[企画・制作；島根県社会福祉協議会]

VHS

「小地域ネットワーク活動」とは何か？久留米市社会福祉協議会の活動
事例を紹介しながら、組織化の手順やボランティアの養成、そして社会
福祉協議会の役割などについて教えてくれる。
[企画；全国社会福祉協議会 制作；東京シネ・ビデオ]

9100

0004

安心して外出するために
〔車いす編〕

25

VHS

車椅子を利用している方が｢乗用車で外出する場合」「公衆電話を利用す
る場合」･･･。現在のまちが車椅子利用者にとっていかに不便であるか点
検を行うなど、誰もが住みよいまちづくりをみんなで考えるために製作
されたビデオ。
[企画；外出援助グループ｢ミックスジュース」 制作；ビデオボランティ
アグループ映像工房｢蕉門」]

9100

0005

桃源郷をめざして～地域ぐ
るみの高齢者福祉のむらづ
くり～

20

VHS

岡山県における福祉のむらづくりについて、モデル地区である川上町の
２地区の取り組みを紹介。
[企画；岡山県 制作；山陽映画]

9100

0006

老後をささえあう 長寿日
本一のまち～山口県東和町
～

38

VHS

高齢化率日本一の山口県東和町。家事援助や身体援助、家屋の修理、さ
らには墓守といった幅広い要望に応えるために進められている住民参加
型在宅福祉サービス「ゆうあいサービス」の取り組みを紹介。
[企画；地域福祉研究会 制作；ジャパン通信社／JEC]

9100

0007

いつまでも ふれあい・い
きいきサロン

16

VHS

身近な場所で地域内の住民やお年寄りが触れ合うことができる「ふれあ
い・いきいきサロン」の様子を、鳥取県内の３町の取り組みを通して紹
介。
[企画；鳥取県社会福祉協議会 制作；山陰ビデオシステム]

9100

0008

ふれあいのネットワーク活
動 ひろがれ・福祉コミュ
ニティ

30

VHS

宇治市で取り組まれている３つの｢学区福祉委員会」の取り組みを紹介。
住民参加や住民主体に基づく福祉のまちづくりの意義、役割について考
察し、小地域福祉活動を推進するための学習・啓発教材として活用され
ることをねらいとして制作。
[企画；京都府社会福祉協議会]

9100

0009

福祉ふれあい調布

25

VHS

福祉のまちづくりをめざす、調布市社会福祉協議会の姿を紹介するとと
もに、ボランティア活動への積極的な参加を説明。
[企画；調布市社会福祉協議会 制作；東京シネ・ビデオ]

9100

0010

あったかい地域づくり

20

VHS

社会福祉協議会を知らない住民や関係機関・団体に、社会福祉協議会が
どういった活動をしているのかPRするために制作されたビデオ。
[企画；岡山県社会福祉協議会／市町村社協活動推進研究会]

0011

笑顔みたくてこんにちは～
老人クラブの友愛活動～

VHS

一日中家にいて誰とも口を利かずに過ごす人。ほんの少しの援助があれ
ば自宅での生活が続けられる人。老人クラブの仲間が地域にいるそのよ
うな高齢者を訪問し、話し相手となり、必要な援助を行う「在宅福祉を
支える友愛活動」について紹介。
[企画；全国老人クラブ連合会 制作；東京シネ・ビデオ]

9100

0011

笑顔みたくてこんにちは～
老人クラブの友愛活動～

24

VHS

一日中家にいて誰とも口を利かずに過ごす人。ほんの少しの援助があれ
ば自宅での生活が続けられる人。老人クラブの仲間が地域にいるそのよ
うな高齢者を訪問し、話し相手となり、必要な援助を行う「在宅福祉を
支える友愛活動」について紹介。
[企画；全国老人クラブ連合会 制作；東京シネ・ビデオ]

9100

0012

一人の不幸も見逃さない～
地域福祉のネットワークづ
くり～

29

VHS

地域福祉のネットワーク活動の意義やその作り方、課題などについて、
秋田県や埼玉県の事例を通して提示。
[制作；東映教育映像部]

9100

0013

住民と共に築き上げる自立
した小地域福祉組織～福山
市社会福祉協議会～

51

VHS

｢福祉を高める会」｢福祉委員制度」｢学区の福祉を高める会」｢福祉モニ
ター制度」など小地域福祉の組織づくりの歴史を振り返りながら、福山
市社会福祉協議会の現在の姿を描き、未来を展望する。
[企画制作；ジャパン通信情報センター]

9100

0014

老人クラブ
すめ方

30

VHS

全国各地の老人クラブで行われている｢在宅福祉を支える友愛活動」を紹
介しながら、友愛活動を進める上で大切なポイントについて触れてい
る。
[企画；全国老人クラブ連合会 制作；東京シネ・ビデオ]

9100

友愛活動のす

17

1

分類番号 資料番号

タイトル

時間
（分）

種類

内

容

9100

0015

安心して暮らせる地域社会
～小地域福祉ネットワーク
活動～

20

VHS

井原市社会福祉協議会がふれあいのまちづくり事業を通じて取り組んで
いる小地域ネットワーク活動を紹介。
[企画；井原市社会福祉協議会／ふれあいのまちづくり事業推進委員会
制作；井原放送]

9100

0016

ふれあいのまち 支えあい
のまち～社会福祉協議会の
活動～

35

DVD

「地域福祉活動計画の策定」｢非営利有償ホームヘルプサービス事業」
「ふれあいのまちづくり事業」に焦点をあて、社会福祉協議会の活動を
紹介。
[企画；東京都社会福祉協議会 制作；東京シネ・ビデオ]

9100

0017

急げ！ふれあいネットワー
クづくり

18

VHS

地域の中に見守りや支えあいの輪をひろげ、誰もが安心して暮らせるま
ちづくりをしたい…。そんな願いをこめてつくりはじめた“ふれあい
ネットワーク”。多くの地で小地域ネットワークが促進されるように願
い作成された。
[企画；水俣市社会福祉協議会 制作；BIG]

9100

0018

急げ！ふれあいネットワー
クづくり2～ふれあい・いき
いきサロンのすすめ～

20

VHS

どんなときでも、みんなが「生きることを楽しめる」まちであってほし
い…。そのような願いを実現する社会を築くための第一歩ともいえる
「ふれあい・いきいきサロン」の活動を紹介。
[企画；水俣市社会福祉協議会 制作；マーフィー事務所]

0019

あなたもまちもいきいき！
ふれあい・いきいきサロン
～寝たきり・痴呆予防にも
～

VHS

「ふれあい・いきいきサロン」は住民の自主活動として地域のどこにで
も自由につくることができるものです。全国どこでも高齢者自身と地域
住民が一緒になり、町内やご近所で歩いていけるところにつくっていく
ことを目指して制作。
[企画・制作；全国社会福祉協議会]

9100

0020

シリーズ・安心あきたを拓
く⑥ やさしさ空間・やす
んでたんせ

VHS

湯沢市社会福祉協議会がはじめた「ふれあい喫茶やすんでたんせ」につ
いて、その構想からオープンまでを関係者や市民の想いを交えながら編
集。
[企画；秋田県社会福祉協議会 制作著作；ABS秋田放送]

9100

0021

聴く喜び

VHS

在宅福祉を支える友愛活動推進教材ビデオ。友愛活動を行う上で基本と
なる話し合いに焦点をあて、上手な聴き方や話し方ができるように実際
の活動を通して学んでいく。
[企画；全国老人クラブ連合会 制作；東京シネ・ビデオ]

0022

シリーズ・安心あきたを拓
く⑦ ここが、わたしの笑
顔の場所～ふれあい・いき
いきサロンのいま～

VHS

孤立を防ぎ、暮らしの場で仲間づくりを進める「ふれあい・いきいきサ
ロン」について、秋田県内の各地区の取り組みや参加者の話を交えなが
ら紹介。
[企画；秋田県社会福祉協議会 制作；ABS秋田放送]

9100

9100

話す喜び

28

24

31

25

9100

0023

地域福祉住民座談会～住民
と共にすすめる福祉活動～

23

VHS

住民の意見を集約し、その過程で問題発見やニーズを把握する手法の一
つである地域福祉住民座談会。このビデオでは地域に根ざした特色のあ
る座談会を開催し、事業につなげている福島県内の２つの社会福祉協議
会の活動を紹介。
[制作；福島県社会福祉協議会(2002年)]

9100

0024

向三軒両隣！地域で支える
豊かな暮らし 動き出した
地域福祉活動計画

21

VHS

地域福祉活動計画の策定に伴う小地域福祉活動の実践についてレポート
している。
[制作；栃木県社会福祉協議会(2005年)]

9100

0025

【第1巻】地域支援システム
とコーディネート～在宅介
護支援センターとコーディ
ネート機能～

20

VHS

・在宅介護支援センターの役割
・広がる在宅介護支援センターを知ってもらおう
・こうすればいい、顔の見える関係づくり
[企画・監修；ケアタウン総合研究所 制作；日本シネセル]

9100

0026

【第2巻】コーディネート力
基礎編～コーディネートの
定義と手法～

18

VHS

・コーディネートの定義 ・連携の一致点の作り方
・コーディネートは人脈づくり ・全人脈マップをつくる
[企画・監修；ケアタウン総合研究所 制作；日本シネセル]

0027

【第3巻】コーディネート力
ステップアップ編～マイン
ドマネジメントとモチベー
ションスキル～

18

VHS

・コーディネーターのマインドマネジメント
・ネガティブタイプとポジティブタイプ
[企画・監修；ケアタウン総合研究所 制作；日本シネセル]

0028

【第4巻】実践コーディネー
ト術 ケース別対応編～一人
暮らし・老老・同居・近距
離・遠距離・痴呆性高齢者
の介護ケース～

26

VHS

・ひとり暮らし高齢者のケース（実態把握）
・老老介護のケース（実態把握と介護予防プラン）
・同居介護のケース（担い手の数、健康度、介護のｲﾒｰｼﾞ）
[企画・監修；ケアタウン総合研究所 制作；日本シネセル]

0029

【第5巻】実践コーディネー
ト術 地域資源・ネット
ワーク編～住宅改修・福祉
用具・NPO・ボランティア・
宅老所・商店街・地域福祉
計画～

29

VHS

第1部 「暮らしの場」を支える 住宅改修・福祉用具
第2部 「暮らし」を支えるネットワーク
福祉系NPOとの連携・地域福祉計画との連携等
[企画・監修；ケアタウン総合研究所 制作；日本シネセル]

9100

9100

9100

2

分類番号 資料番号

9100

9100

9100

9100

タイトル

0030

第1回日本地域福祉学会地域
福祉優秀実践賞受賞団体
【第1巻】社会福祉法人一麦
会「麦の郷」

0031

第1回日本地域福祉学会地域
福祉優秀実践賞受賞団体
【第2巻】氷見市社会福祉協
議会

0032

第1回日本地域福祉学会地域
福祉優秀実践賞受賞団体
【第3巻】真野地区まちづく
り推進会

0033

児島物語～高校生による児
島の魅力再発見～

時間
（分）

32

34

35

36

種類

内

容

DVD

地域に必要な社会資源づくりを地域住民の支援をエネルギーに進めてい
る社会福祉法人一麦会「麦の郷」（和歌山県和歌山市）。1995年にわが
国で初めて精神障害者福祉工場を設立するなど先駆的な実践は高く評価
されている。
[企画；日本地域福祉学会20周年記念事業実践記録実行委員会]

DVD

ふれあいいきいきサロンの先駆的な実践として、閉じこもりになりがち
な高齢者向けシルバー談話室を実施し、全市的な活動に広めた氷見市社
会福祉協議会（富山県氷見市）。
様々な先駆的な実践を行っており、高く評価されている。
[企画；日本地域福祉学会20周年記念事業実践記録実行委員会]

DVD

公害問題や高齢者問題など地域における様々な問題に対し、住民自身が
話し合い、自ら対応策を提起し実現している真野地区まちづくり推進会
（兵庫県神戸市）。住民主体を体現する先駆的な取り組みは高く評価さ
れている。
[企画；日本地域福祉学会20周年記念事業実践記録実行委員会]

DVD

私たちファッションタウン児島推進協議会では「好きです児島」を合言
葉に、児島がさらに元気で魅力ある町になるよう、たくさんの人たちが
男女、職業、年齢をこえて集まって活動しています。 このたび私たち
は、高校生により児島の魅力を再発見し、いろんな人たちに紹介、発信
できるようなビデオをつくることを企画しました。高校生の皆さんの感
覚でシナリオをつくり、撮影、録音、編集して、児島の良さを見直し、
児島が好き、将来も住み続けたい、などとあいう思いをこのビデオにぶ
つけてもらいました。

9100

0034

児島物語Ⅱ～高校生による
児島の魅力再発見～

36

DVD

私たちファッションタウン児島推進協議会では「好きです児島」を合言
葉に、児島がさらに元気で魅力ある町になるよう、たくさんの人たちが
男女、職業、年齢をこえて集まって活動しています。 このたび私たち
は、高校生により児島の魅力を再発見し、いろんな人たちに紹介、発信
できるようなビデオをつくることを企画しました。高校生の皆さんの感
覚でシナリオをつくり、撮影、録音、編集して、児島の良さを見直し、
児島が好き、将来も住み続けたい、などとあいう思いをこのビデオにぶ
つけてもらいました。

9100

0035

こころを紡ぐ 地区社協が
築く新しい地域社会

31

DVD

地区社協の活動を紹介(ＤＶＤ)。

9100

0036

重度身体障害者地域生活移
行支援事業

21
15

DVD

重度身体障害者の地域生活移行支援事業に関するＤＶＤ。地域生活につ
いて初期の段階から分かりやすく紹介。

9100

0037

わが国社会福祉と全国社会
福祉協議会100年のあゆみ

15

DVD

全国社会福祉協議会の100年の歩みをまとめたＤＶＤ。

9100

0037

わが国社会福祉と全国社会
福祉協議会100年のあゆみ

15

DVD

全国社会福祉協議会の100年の歩みをまとめたＤＶＤ。

9100

0038

地域福祉トータルケア推進
事業実践報告書

DVD

様々な社会資源の連携による地域福祉のトータルケアに関してのＤＶ
Ｄ。

9100

0039

ICTで地域活性化［ICTによ
る新しい地域コミュニティ
の創造］

DVD

・イントロダクション ・医療 ・介護、福祉
・地場産業 ・観光 ・エンディング
[企画・製作；総務省]

0040

地域の見守り応援隊 在宅
福祉アドバイザー研修用DVD

DVD

在宅福祉アドバイザーにとって基本となる「見守りが必要な方」への支
援活動や対応法について学ぶ研修用ＤＶＤ。
「イメージアップ活動事例篇」と「スキルアップ研修教材篇」の２篇が
収録。
[企画・発行・著作；鹿児島県・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会]

DVD

シリーズ東日本大震災とメンタルヘルス
地域活動支援センター・コーヒータイム再開までを追う
このビデオでは、震災とその直後の原発事故という惨事の中で、地域
の精神科医療がどう対応したのか、地元の関係者にインタビューをしな
がら、コーヒータイム再建の道筋をたどっています。
[映像作家；中島 太一]
[製作；中島映像教材出版]

DVD

秋田県での取り組みを例に、行政や地域に今、求められている自殺防
止、うつ病対策を紹介します。うつ病について正しく理解し、うつ病に
気づき、患者を見守っていくようなシステムを地域で築くことが自殺防
止の第一歩となることを扱った作品です。
[監修；本橋 豊(秋田大学大学院 医学部長)]
[製作・著作；映学社]

9100

9100

9100

0041

0042

兆しのなかをさまよう人々

自殺を防ぐ地域力

48

40

42

23

3

・防災

・防犯

分類番号 資料番号

9100

9100

9100

9100

9100

9100

9100

0043

0044

0045

タイトル

協働復興まちづくり～阪
神・淡路大震災の住民活動
に学ぶ～ 第1巻

協働復興まちづくり～阪
神・淡路大震災の住民活動
に学ぶ～ 第2巻

協働復興まちづくり～阪
神・淡路大震災の住民活動
に学ぶ～ 第3巻

0046

協働復興まちづくり～阪
神・淡路大震災の住民活動
に学ぶ～ 第4巻

0047

福祉実践シリーズⅡ 第1巻
特定非営利活動法人春日住
民福祉協議会

0048

福祉実践シリーズⅡ 第2巻
社会福祉法人遠軽社会福祉
協議会

0049

福祉実践シリーズⅡ 第3巻
今川社会福祉協議会ボラン
ティア部

時間
（分）

42

39

41

45

36

36

30

種類

内

容

DVD

東日本大震災に見舞われた今、今後も想定される大震災に備える事の重
要性が認識されています。
このDVDシリーズは、阪神・淡路大震災における神戸市長田区野田北
部・鷹取地区の5年間にわたる復興まちづくりのプロセスを記録した貴重
な映像を見てゆきます。
また東京都新宿区や練馬区、八王子市などで行われた協働復興模擬訓
練の映像は野田北部の経験から学んだ精緻なプログラムにより進行して
いきます。
この両方の映像を見てゆくことにより困難を抱えながらも立派に成果
を上げた復興まちづくりのプロセスと、その復興に事前に取り組むこと
の意義を学んでゆきます。
【第1巻】テーマ1 自分たちのまち(地域)をもっと知ろう
テーマ2 復興まちづくりの始まり

DVD

東日本大震災に見舞われた今、今後も想定される大震災に備える事の重
要性が認識されています。
このDVDシリーズは、阪神・淡路大震災における神戸市長田区野田北
部・鷹取地区の5年間にわたる復興まちづくりのプロセスを記録した貴重
な映像を見てゆきます。
また東京都新宿区や練馬区、八王子市などで行われた協働復興模擬訓
練の映像は野田北部の経験から学んだ精緻なプログラムにより進行して
いきます。
この両方の映像を見てゆくことにより困難を抱えながらも立派に成果
を上げた復興まちづくりのプロセスと、その復興に事前に取り組むこと
の意義を学んでゆきます。
【第2巻】テーマ3 まちの復興はどのように進むか
～復興の拠点づくり
テーマ4 まちの復興はどのように進むか
～区画整理地区

DVD

東日本大震災に見舞われた今、今後も想定される大震災に備える事の重
要性が認識されています。
このDVDシリーズは、阪神・淡路大震災における神戸市長田区野田北
部・鷹取地区の5年間にわたる復興まちづくりのプロセスを記録した貴重
な映像を見てゆきます。
また東京都新宿区や練馬区、八王子市などで行われた協働復興模擬訓
練の映像は野田北部の経験から学んだ精緻なプログラムにより進行して
いきます。
この両方の映像を見てゆくことにより困難を抱えながらも立派に成果
を上げた復興まちづくりのプロセスと、その復興に事前に取り組むこと
の意義を学んでゆきます。
【第3巻】テーマ5 まちの復興はどのように進むか
～地区計画

DVD

東日本大震災に見舞われた今、今後も想定される大震災に備える事の重
要性が認識されています。
このDVDシリーズは、阪神・淡路大震災における神戸市長田区野田北
部・鷹取地区の5年間にわたる復興まちづくりのプロセスを記録した貴重
な映像を見てゆきます。
また東京都新宿区や練馬区、八王子市などで行われた協働復興模擬訓
練の映像は野田北部の経験から学んだ精緻なプログラムにより進行して
いきます。
この両方の映像を見てゆくことにより困難を抱えながらも立派に成果
を上げた復興まちづくりのプロセスと、その復興に事前に取り組むこと
の意義を学んでゆきます。

DVD

全国各地で行われている地域福祉に関した優れた実践を掘り起し、ひい
ては我が国の地域福祉の一層の発展と向上に寄与することを目的として
設立した「日本地域福祉学会 地域福祉実践賞」の第二回受賞団体を紹
介している作品です。
第1巻 特定非営利活動法人春日住民福祉協議会(京都市上京区)
[制作・著作； ㈱ニューストン]

DVD

全国各地で行われている地域福祉に関した優れた実践を掘り起し、ひい
ては我が国の地域福祉の一層の発展と向上に寄与することを目的として
設立した「日本地域福祉学会 地域福祉実践賞」の第二回受賞団体を紹
介している作品です。
第2巻 社会福祉法人遠軽社会福祉協議会(北海道遠軽町）
[制作・著作； ㈱ニューストン]

DVD

全国各地で行われている地域福祉に関した優れた実践を掘り起し、ひい
ては我が国の地域福祉の一層の発展と向上に寄与することを目的として
設立した「日本地域福祉学会 地域福祉実践賞」の第二回受賞団体を紹
介している作品です。
第3巻 今川社会福祉協議会ボランティア部(大阪市東住吉区)
[制作・著作； ㈱ニューストン]

4

分類番号 資料番号

9100

0050

タイトル

繋がる場所を求めて ～自
分が暮らしたいと思える場
所を自分たちで作っていく
～

時間
（分）

32

種類

DVD

内

容

あなたの住んでいる町に人の声はありますか？
「地域サロン」は地域の居場所
「地域サロン」で「地域のつながり」
「地域の作り方」をみんなで考えてみませんか？
[企画・著作

NPO法人

はなのいえ]

精神障害者が地域の中で生活していくには、まだまだ様々な障壁があり
ます。しかしそれらを乗り越えて、地元に密着した取り組みを行ってい
る支援機関の中から、個別に対応することを重視しつつ、地域にある
様々な資源と連携し、精神障害者のゆたかな地域生活を支援する先進的
な事例を3例紹介します。

9100

9100

0051

0052

精神障害者の地域生活支援

失語症者の生涯にわたる支
援
～新しい地域リハビ
リテーションの展開～

9100

0053

未来へつなぐ 東日本大震
災後の福祉の取り組み

9100

0054

未来の暮らし
たしたち

創るのはわ

68

62

15

DVD

医療法人社団 至空会だんだん（静岡県浜松市）
精神科医療とデイケアや就労支援を柔軟に組み合わせた個別支援、市民
との交流、余暇支援などを紹介。
就労支援などにおいては、農業関連の仕事への従事を幅広く展開してい
ることに特色がある。インタビュー；大嶋正浩さん（至空会理事長/メン
タルクリニック・ダダ院長）
社会福祉法人豊芯会（東京都豊島区）
にぎあう町の真ん中に施設を構えて、自治体やハローワークなどと密接
な連携を保ちつつ展開される就労支援活動を紹介。高齢の一人暮らし世
帯への配食サービス、レストラン・カフェの運営、広く開放された地域
生活支援センターでの余暇支援などのさまざまな事業を展開している。
社会福祉法人巣立ち会（東京都三鷹市・調布市）
病院等と連携して、特に長期の入院患者の退院促進や、その後の住居の
確保では、地主や家主の理解を得て、アパート全体を借り上げる方式な
どに力を入れている。
インタビュー；田尾 有樹子さん（巣立ち会理事）
[製作・著作 株式会社 アローウィン]

DVD

失語症者への支援とは
失語症者のケアは病院やリハビリテーション施設で短期集中的に行う言語訓練
で終わるものではありません。家に帰った本人家族が「価値の高い生活」「意
味のある生活」を送るためには地域での長期的な支援が必要です。ボランティ
アによる従来からの支援に加えて、現在は制度や社会資源を使った様々な支援
が可能になっています。
例えば、介護保険を活用すること、あるいは自治体が行う事業を利用すること
NPOとの協働による社会参加をすすめることなど。ここでは、これらの新しい支
援のありかたを考えます。
｛介護保険を利用する｝
小規模通所介護施設での介護保険を利用したディサービスでは、重度の方も参
加できる送迎サービスや、全員が状況を共有するグループワーク、個人を大切
にした個別活動・言語訓練など自分の居場所を見つけられる場を提供。
｛社会参加を支援する｝
失語症の当事者、家族そして言語聴覚士によって設立されたNPO法人では、失語
症者の積極的な社会参加と、生涯があっても安心して生活できる仕組みづくり
を目指している。例えば「失語症会話パートナー」もそのひとつ。
{就労を支援する｝
自治体の制度を利用した共同作業所では、「売れるものを作ろう！」をモッ
トーに、作業所での安定した労働のもと働くことで成果が出る充足感と、仲間
と共に働く喜びにあふれる場を作っている。
｛生きがいづくりと仲間づくり｝
失語症者に書道や絵画などの創作活動を勧め、その芸術的な才能を伸ばすこと
で「生きがいづくり」や、「仲間づくり」を積極的に行っている。常にあきら
めない姿勢で取り組むことで、素晴らしい作品を仕上げ、それが機能の向上と
生活の活性化につながる。
[製作・著作 アローウィン]

DVD

2011.3.11日、東日本大震災発生から3年。被災した各地で復興が進むなか、支
援活動に取り組む岩手、宮城、福島の福祉関係者を訪ねました。（2014.3月制
作）
被災者一人ひとりのニーズに応じた支援とともに、地域のコミュニティを再
生・創造するため、ボランティアや地域住民、行政などの協働をすすめる社会
福祉協議会の取り組み。
仮説住宅等で生活する住民の孤立、孤立に寄り添い、地域をつなぐために活動
を続ける民生委員・児童委員や生活支援相談員。
震災の経験を通して、地域に貢献する社会福祉法人・福祉施設をめざし、買い
物弱者支援に取り込む障害者支援施設。
全国の社会福祉法人から、介護職員の応援を受けながら、「住み慣れた地域に
戻って暮らしたい」と願う高齢者の生活を支える特別養護老人ホーム。
「ふるさとの未来を明るくしていきたい」と、厳しい状況のなかで、子どもた
ちの命を守り、育む保育園。
被災地の人々の暮らしを支えていく、福祉関係者の一人ひとりの思いと行動が
地域の希望をつないでいます。
[製作・著作 社会福祉法人全国社会福祉協議会 政策企画部 広報室]

DVD

第１幕「勇気ある決断」第２幕「ここも故郷」第３幕「新たな第一歩」
メッセージ「阪神・淡路大震災の経験を活かして」参考映像 復興公営
住宅（災害公営住宅）

5

分類番号 資料番号

9100

9100

9100

9100

タイトル

0055

知っていますか？福祉委員
～縁の下のちからもち～

0056

あなたも まちも いきい
き ふれあい・いきいきサ
ロン

0057

地域包括ケアの実施
巻

第１

0058

地域包括ケアの実施
巻

第２

時間
（分）

種類

45

DVD

地域のアンテナ役である福祉委員の役割や活動内容について紹介。
「福祉委員の必要性」「福祉委員の役割」「福祉委員の活動紹介」
［企画；岡山県社会福祉協議会］
［製作；友野印刷株式会社］

DVD

4地域のサロン紹介。
・日曜サロン（市川市）
・サロンいこい（鴨川市）
・まんまるサロン（市原市）
・サロンつちのこ（柏市）
［製作：千葉県社会福祉協議会］

DVD

「地域包括ケアシステム」の構築を地域のニーズをもとに一足先に取り
組んできた北海道美瑛町の取組みについて見ながら、「地域包括ケアシ
ステム」の在り方について解説。
・地域包括ケアシステムとは
・地域包括ケアシステムの必要性
・地域包括ケア 体制構築のポイント～美瑛町の場合～

50

DVD

美瑛町で行われている取組みを見ながら、地域で機能する「地域包括ケ
アシステム」の実際を紹介。
・地域包括ケアシステムとは
・北海道美瑛町の紹介と現状
・美瑛町における取組み～４つの生活圏域と８つの施設紹介～

時間

種類

24

35

内

容

●民生委員・児童委員
分類番号 資料番号

タイトル

内

容

9101

0001

地域に根ざし地域に生きる
〔基本編〕

30

VHS

核家族化が進み、地域における助け合いが薄れつつある現代において、
民生委員が地域の様々な問題に対してどう対応していけばよいか。ま
た、どのような心構えが必要かということについて実際の事例を通して
理解を深めていく。
[制作；東洋ビデオ]

9101

0002

地域に根ざし地域に生きる
〔導入編〕

30

VHS

｢相談者が突然訪問してきたとき」｢相談者の自宅を訪問するとき」｢当事
者以外の人から相談を受けたとき」など民生委員が直面する様々なケー
スを想定して、対応のあり方について考えていく。
[制作；東洋ビデオ]

9101

0003

いつもあなたのそばに

37

VHS

児童委員に焦点をあて、地域の様々な機関と連携しながら問題解決に向
けて活動を行う姿をドラマ化。
[企画；全国民生委員児童委員連合会／全国社会福祉協議会 制作；東京
シネ・ビデオ]

9101

0004

平成９年度第66回全国民生
委員児童委員大会

30

VHS

平成９年度第66回の「民生委員児童委員大会～済世顧問制度創設80周年
記念～」の模様を収録。
[企画・制作；全国民生委員児童委員連合会／全国社会福祉協議会]

9101

0005

大阪市民生委員制度創設80
周年記念 方面委員から民
生委員へ そして未来へ！

28

VHS

9101

0006

民生委員・児童委員のため
の研修ビデオ1 相談・支援
活動のポイント〔相談基礎
編〕

32

VHS

支援を必要とする人の意思や気持ちを尊重し、対等な立場で相談・支援
活動を行っていくことの重要さを学ぶ。
[企画；全国民生委員児童委員連合会 制作；コズモ／毎日EVRシステム]

9101

0007

民生委員・児童委員のため
の研修ビデオ2 効果的な相
談・支援活動〔相談応用
編〕

33

VHS

相談・支援活動の困難事例をもとに、人間的な理解や福祉に関する知識
の重要性を学ぶ。
[企画；全国民生委員児童委員連合会 制作；コズモ／毎日EVRシステム]

9101

0008

民生委員・児童委員のため
の研修ビデオ3 いきいき民
児協活動〔組織活動編〕

26

VHS

実際の民児協活動をもとに、活動を行っていく上で求められる組織の
リーダーシップや基本的活動等について学ぶ。
[企画；全国民生委員児童委員連合会 制作；コズモ／毎日EVRシステム]

9101

0009

ともに暮らす地域の一員と
して～「住民の立場に立
つ」ことから始めよう！～

30

VHS

全国民生委員児童委員連合会が策定したガイドライン「これからの民生
委員児童委員活動の展開のために」を理解し、活動のふりかえりができ
るよう構成されている。
・信頼関係を築く ・連携・協働をすすめる ・まちづくりをすすめる
[企画；全国民生委員児童委員連合会 制作；バク]

9101

0010

平成16年度第73回全国民生
委員児童委員大会～岡山大
会～

30

VHS

平成16年度第73回民生委員児童委員大会の様子を収録。
[企画・制作；岡山県民生委員児童委員連合会]

6

分類番号 資料番号

タイトル

時間
（分）

種類

内

容

DVD

①民生委員・児童委員の日の特別企画として、2005年５月７日に朝日
ニュースターにてＯＡ。
②民生委員・児童委員についての理解を深めてもらうことを目的に、訪
問活動や子育て活動、ふれあい学級、安全なまちづくりなど民生委員・
児童委員活動を紹介。
[企画；全国社会福祉協議会／全国民生委員児童委員連合会]

DVD

単位民児協における取り組み方法を解説。
ステップ①「組織点検」青森県五戸町民児協
ステップ②「緊急時連絡網の整備」鹿児島県湧水町民児協
ステップ③「単位民児協ごとの取り組み」千葉県浦安市民児協
ステップ④「各団体・組織との連携」兵庫県養父市養父民児協
[企画；全国社会福祉協議会／全国民生委員児童委員連合会]

19

DVD

単位民児協における取り組み方法を解説。
ステップ①「組織点検」青森県五戸町民児協
ステップ②「緊急時連絡網の整備」鹿児島県湧水町民児協
ステップ③「単位民児協ごとの取り組み」千葉県浦安市民児協
ステップ④「各団体・組織との連携」兵庫県養父市養父民児協
[企画；全国社会福祉協議会／全国民生委員児童委員連合会]

解説 エムジェイ・アシス
ト利用法

16

DVD

このビデオは、民生委員・児童委員のためのインターネットを利用した
情報支援システムであるエムジェイ･アシスト（民生委員・児童委員活動
支援情報システム）を利用するために必要な手続きや操作方法及びエム
ジェイ・アシストの内容を分かりやすく映像で説明したもの。

0015

民生委員制度創設90周年記
念 いつまでも見守りつづ
けて～民生委員・児童委員
の活動～

26

DVD

民生委員・児童委員とはどんな人たちなのか。このビデオは、ドラマを
とおして民生委員・児童委員の活動を紹介したもの。

9101

0016

岡山県民生委員児童委員制
度創設90周年記念大会

70

DVD

主催は岡山県民生委員児童委員協議会、岡山県、社会福祉法人岡山県社
会福祉協議会で行われた岡山県民生委員児童委員制度創設90周年記念大
会の様子を収録したもの。

9101

0017

民生委員・児童委員のため
の研修ビデオ1 相談・支援
活動のポイント〔基本編〕

36

VHS

民生委員・児童委員にとって基本となる「相談・支援」活動や、民児協
としての組織的な活動展開について学んでいただくための研修ビデオ。
中村克洋さん（元NHKアナウンサー）が進行役。

9101

0018

民生委員・児童委員のため
の研修ビデオ2 相談・支援
活動のポイント〔応用編〕

34

VHS

民生委員・児童委員にとって基本となる「相談・支援」活動や、民児協
としての組織的な活動展開について学んでいただくための研修ビデオ。
中村克洋さん（元NHKアナウンサー）が進行役。

9101

0019

民生委員・児童委員のため
の研修ビデオ3 組織活動編
「民児協活動展開のポイン
ト」

32

VHS

民生委員・児童委員にとって基本となる「相談・支援」活動や、民児協
としての組織的な活動展開について学んでいただくための研修ビデオ。
中村克洋さん（元NHKアナウンサー）が進行役。

9101

0020

民生委員・児童委員のため
の研修ビデオ<DVD版>

102

DVD

民生委員・児童委員にとって基本となる「相談・支援」活動や、民児協
としての組織的な活動展開について学んでいただくための研修ビデオ。
中村克洋さん（元NHKアナウンサー）が進行役。

0011

①全民児連会長に聞く～民
生委員・児童委員の日特別
企画～②ご存知ですか?民生
委員・児童委員～民生委
員・児童委員ＰＲﾋﾞﾃﾞｵ～

0012

災害時一人も見逃さない運
動～民児協取り組みマニュ
アル～

9101

0013

災害時一人も見逃さない運
動～民児協取り組みマニュ
アル～＜ダイジェスト＞

9101

0014

9101

9101

9101

50

36
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