
2019年
日時 12月13日

会場：陸前高田市コミュニティホール

金

講師陣

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク事務局申込書送付先
お問い合わせ

第17回

15日

金

日

岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210－3／0192-54-5520

伴走型支援論 奥田 知志 NPO法人ホームレス支援全国ネットワーク理事長

自立相談
子ども生活支援

中間 あやみ
福岡県中間市市民生活相談センター長
NPO法人抱樸

就労・準備支援 高橋 尚子
京都自立就労サポートセンター 主任自立就労
支援相談員

居住支援
演 習

森松 長生 NPO法人抱樸 専務理事

シンポジウム

吉田 昌司
戸羽 太
平田 智子
石井 優太

厚生労働省生活困窮者自立支援室長
陸前高田市長
NPO法人ユニバーサル就労ネットワークちば
陸前高田市ユニバーサル就労支援センター

敬称略

認 定 費 用

申込受付期間

定 員

：15,000円（シンポジウムのみのご参加はお申し込み不要・無料です）

：2019年10月7日（月）～11月22日（金）必着

：50名（定員になり次第締め切ります。お早めにお申し込みください）

主 催：公益財団法人 共生地域創造財団

〒805-0015 福岡県北九州市八幡東区荒生田 2-1-32

TEL/FAX：093-651-7557      E-mail：postmaster@homeless-net.org   

同時開催：シンポジウム「震災復興と就労支援」

12月13日（金）16：00～18：30

14日 土
9：30～12：309：30～17：2013：30～18：30



証明写真２枚（4.0cm×3.0cm）をご用意いただき、１枚はこの申込書の右上の欄に貼り付け、 
もう１枚は貼り付けないままで、封筒に同封してください。 

 

 

 

第１７回伴走型支援士 2級認定講座（陸前高田） 受講申込書 
 

申込日 年      月      日   事務局記入欄 No． 証

証 明 写 真  

（4.0×3.0cm） 
 

 
※写真の裏面に氏名を
必ずご記入下さい 
 
※この証明写真は認定
カードに印刷されます 

ふりがな  

性 別 □①男 □②女 
氏 名  

生年月日 西暦      年    月    日生   年 齢 歳   

住 所 

〒 

都 ・ 道 

府 ・ 県 

 

固定電話  ＦＡＸ  

携帯電話  Ｅメール  

懇親会 

【12月13日】 

□①参加する □②参加しない 

（会費：4,000円程度） 
 

  

※ 「事例検討」のグループ分けなどの参考にしますので、以下の事項にご回答ください。 
    
(1) 生活困窮者やホームレスの方に対する具体的な支援経験（ボランティア活動を含みます。）があれば、その
内容を記入してください。（夜まわり、炊出し、居宅設置後の支援、生活困窮者支援法関連事業など） 
 

(2)  上記(1)でお尋ねしました支援経験の年数をお答えください。 
 

□①未経験 □②1年未満 □③1年以上～5年未満 □④5年以上～10年未満 

□⑤10年以上～15年未満 □⑥15年以上～20年未満 □⑦20年以上  

(3) 所属があれば教えてください。 

□①所属団体などの名称（                           ）  役職（                 ） 

□②所属はありません。 

(5) 受講に当たって連絡事項などがあれば、記入してください。 

 

 

 

 

【受講申込書送付先】 
ＮＰＯ法人 ホームレス支援全国ネットワーク事務局 
〒805-0015 福岡県北九州市八幡東区荒生田 2-1-32 

申込期限：2019年 11月２２日（金）必着 

 

この申込書に記入いただいた個人情報は、講座を実施する上での本人確認、連絡、受講者データベースの作成、 
郵送物の発送、講座の広報の目的で使用します。 



 
 
 
 

 
 
 
 
私たち「特定⾮営利活動法⼈ホームレス⽀援全国ネットワーク」は、2011 年度から⽣活

困窮者⽀援の⼈材育成プログラムとして『伴⾛型⽀援⼠認定講座』を全国各地で実施して
います。これまで実施した講座では、⽣活⽀援団体のボランティア、福祉施設、社会福祉
協議会、⾃治体など、様々な分野の⽅々が参加され、2018 年度までに 778 名の⽅が「伴
⾛型⽀援⼠」の資格を取得されました。 

 
この講座では「伴⾛型⽀援」について考えていきます。社会には様々な制度があり、専

⾨的アプローチにより課題解決がはかられてます。これを「経済的困窮」に対する対処と
とらえています。⼀⽅、「社会的孤⽴」に対してもアプローチする必要があり、これに対処
するため「伴⾛型⽀援」という考え⽅を提唱してきました。孤⽴状態が困窮をより深刻化、
複雑化させる現実を⽀援の現場で⽬の当たりにしてきたからです。 

今回の講座のテーマとする「⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度」にも、経済的困窮だけでなく社
会的孤⽴をどう解決するか、という⽬標が掲げられました。制度各論の講義とともに、伴
⾛型⽀援について考えていただくことにより、経済的困窮と社会的孤⽴の両⽅の解決を⽬
指していきます。 

 
また、初⽇に予定されているシンポジウムでは、厚⽣労働省から講師をお招きし、最新

の情報を伺います。さらに、ユニバーサル就労⽀援センターの取り組みを切り⼝に、「震災
復興と就労⽀援」について考えていきます。 
 

今回の講座が、皆様にとって有意義な講座となることを願いつつ、皆様からのご応募を
お待ちしております。 
 

NPO 法⼈ホームレス⽀援全国ネットワーク 
   理事⻑ 奥⽥知志 

第 1７回伴走型支援士 2級認定講座 
受講案内 



第１７回 伴走型支援士２級認定講座募集要領 
主催 公益財団法⼈共⽣地域創造財団 

 

 １．日  時                                    

2019 年 12 ⽉ 13 ⽇（⾦）13 時 00 分〜12 ⽉ 15 ⽇（⽇）12 時 30 分 
   ※３⽇間連続の講座になります。必ず全科⽬を受講してください。 

 ２．場  所                                    

陸前⾼⽥市コミュニティホール／岩⼿県陸前⾼⽥市⾼⽥町字栃ケ沢 210 番地３/ＴＥＬ：
0192-54-5520） 

 ３．開講講座                                    

  ２級認定講座（初級者向け） 

 ４．定  員                                    

  ５０名（定員になり次第、受付を締め切ります。お早めにお申し込みください。） 

 ５．費  用                                    

  １５，０００円 

  受講の申込後に、事務局から請求書をお送りいたしますので、お振込をお願いいたします。 
  なお、費⽤については、資格認定の可否にかかわらず返還いたしません。  

 

 

 

 ６．申込受付期間                                  

  2019 年 10 ⽉ 7 ⽇（⽉）〜 11 ⽉ 2２⽇（⾦）必着 

 ７．受講資格                                    

  伴⾛型⽀援⼠を志す⽅であれば、どなたでも受講できます。 

  （ボランティア経験・⽀援経験のない⽅でもお気軽にお申込みください。） 

 ８．資格の認定                                   

  伴⾛型⽀援⼠の資格認定には、①講座の全科目を受講すること、②事後に提出するレポートの審

〇別途必要になる費用 

  ・交通費、宿泊費、昼食代（各自で手配をお願いいたします。） 

  ・懇親会費：4,000 円（参加希望の方は「申込書」にご記入ください。） 

   



査に合格すること、以上の２つの要件を満たす必要があります。 
資格認定の判断は、特定⾮営利活動法⼈ホームレス⽀援全国ネットワーク内に設置されている

「伴⾛型⽀援⼠資格認定委員会」にて⾏われます。 

 ９．資格の有効期限                                 

  ５年間 

（５年間の有効期間内に、講座の受講かレポートを提出することにより、資格を更新することができます。） 

 10．受講者の決定と結果通知                               

  申込書記載の住所に郵送いたします。 

 11．受講の手続き                                     

 

 

 

 

 

 
①  受講を希望される⽅は 2019 年１１月２２日（金）必着までに、別紙「受講申込書」に

必要事項をご記⼊のうえ、下記の申込書送付先宛てにご郵送ください。 
その際に、証明写真２枚を同封してください。（うち１枚は申込書に貼付けてください。2 枚と

も予め裏面にご自身の氏名を記入してください） 

② 電話・ファックス・Eメールによる申込はできませんので、ご注意ください。 
③ 受講申込書の受付後、申込書記載の住所宛てに受講決定通知書を郵送します。 
④ 受講決定通知書とともに送付する振込⽤紙により、費⽤の振込をお願いいたします。 
⑤ 受講前にキャンセルされる場合は、費⽤を返⾦いたします。その際は、振込⼿数料差引後の⾦額

で返⾦とさせていただきます。どうぞご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主   催：公益財団法⼈ 共⽣地域創造財団 
業務委託先：特定⾮営利活動法⼈ホームレス⽀援全国ネットワーク 

◆ 申込書送付先・お問い合わせ先 

特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク事務局 

〒805-0015 福岡県北九州市八幡東区荒生田 2-1-32 

TEL/FAX ： 093-651-7557 

E-mail ： postmaster@homeless-net.org 

４ 
受 講 

 

３ 
費⽤振込 

 

２ 
受講決定 
通知発送 

１ 
受講申込 

 



 第 17 回伴走型支援士認定講座（陸前高田）スケジュール（予定） 
 

 

12 月１3 日（金） 陸前高田コミュニティホール 

12:30-13:00 受付  

13:00-13:05 

(5 分) 
主催者挨拶 公益財団法人 共生地域創造財団 

13:05-13:10 

(5 分) 
実行委員長挨拶 高橋 尚子（伴走型支援士講座実行委員長） 

13:10-13:15 

(5 分) 
オリエンテーション ホームレス支援全国ネットワーク 事務局 

13:20-14:30 

(70 分) 
(1) 伴走型支援論Ⅰ 

奥田 知志（NPO 法人ホームレス支援全国ネットワー

ク理事長） 

14:40-15:50 

(70 分) 
(2) 伴走型支援論Ⅱ 

奥田 知志（NPO 法人ホームレス支援全国ネットワー

ク理事長） 

16:00-18:30 

(150 分) 

(3) シンポジウム 

テーマ「震災復興と就労支援（予定）」 

 

・基調講演 「震災復興と就労支援」 

 

・共生地域創造財団とユニバーサル就労支

援センターの活動紹介 

 

・パネルディスカッション 

 「被災地における持続可能な 

就労支援の在り方について」 

 

 

 

吉田昌司（厚生労働省生活困窮者自立支援室長） 

 

公益財団法人 共生地域創造財団  

ユニバーサル就労支援センター陸前高田 石井優太 

ユニバーサル就労ネットワークちば 平田 智子 

 

19:00-21:00 懇親会 

 

12 月 14 日（土） 陸前高田コミュニティホール 

9:30-10:30 

(60 分) 
(4) 自立相談 

中間 あやみ（福岡県中間市市民生活相談センター

長・NPO 法人抱樸） 

10:40-11:40 

(60 分) 
 (5) 就労・準備支援 

高橋 尚子（京都自立就労サポートセンター 主任

自立就労支援相談員） 

11:40-12:00 

(20 分) 
(6) 事例検討オリエンテーション 森松 長生（NPO 法人抱樸 専務理事） 

12:00-13:00 

(60 分) 
休憩・昼食  

13:00-14:00  

(60 分) 
 (7) 子ども生活支援 

中間 あやみ（福岡県中間市市民生活相談センター

長・NPO 法人抱樸） 

14:10-15:10 

(60 分) 
(8) 居住支援 森松 長生（NPO 法人抱樸 専務理事） 

15:20-17:20 

(120 分) 
 (9) 演習 森松 長生（NPO 法人抱樸 専務理事） 

 



 
12 月 15 日（日） 陸前高田コミュニティホール 

9:30-12:00 

(150 分) 
(10) 事例検討 

副田 一朗（NPO 生活困窮・ホームレス自立支援ガン

バの会理事長） 

 

12:00-12:30 

(30 分) 

(11) 閉会／事務局からの案内／アンケー

ト 

副田 一朗（NPO 生活困窮・ホームレス自立支援ガン

バの会理事長） 

 

 


