
報告３． 

学会のあり方検討会報告書 
 学会のあり方検討会 

１．学会のあり方を検討する背景、目的等 

１）検討会開催の背景  

 日本社会福祉学会のあり方に関する検討会を開催する最も大きな理由は、会員数が減少傾向に

あることである。図１は日本社会福祉学会の入会者数を年ごとにみたものである。2005 年の 441

人をピークに 2020 年には 125 人まで入会者が減少している（退会者も合わせた動向は２節を参

照）。その社会的な背景には大きく次の２点があると考えられる。 

第一に、社会福祉系学部等が縮小していることである。2000 年前後の介護保険実施に伴う福祉

ブームのなかで、社会福祉系学部・学科が増加し、社会福祉学を学ぶ者も教える者もともに増加

した。しかし、福祉ブームは終焉し、現在は社会福祉系学部・学科への進学者は減少傾向にあり、

社会福祉系学部・学科の統廃合もみられるようになった。その結果、大学教員等のポストも減少

や採用抑制の憂き目にあっている。 

第二に、日本社会福祉学会の魅力が相対的に低下していることである。社会福祉の関連学会が

増えてきたため、日本社会福祉学会に加入する魅力が相対的に低下しているのではないかと考え

られる。 

また、社会福祉学に限らず、人文社会系の学問領域に対する風当たりが強くなっていることも、

この種の検討を行う上で看過すべきではなかろう。政府の教育改革は理系重視の傾向にあり、競

争的資金の獲得も人文社会系の学問領域にとっては受難の時代を迎えつつある。このような状況

のなかで日本社会福祉学会が人文社会諸科学の合流地点としての社会福祉学をいかに魅力ある学

問として再構築し、活性化していくかが問われている。 

くわえて、2020 年から猛威を奮っている新型コロナウィルス感染症が、大会や会議がオンライ

ン化するなど、学会活動に大きな影響を及ぼしていることも、今後のあり方を考える上で見過ご

すわけにはいかない。今後は当面、「With コロナ」により、このような感染症対策をしながら活

動をすることが求められると考えられる。このことは当然、大会や会議のあり方、予算・支出の

あり方の見直しを迫るものであるといえるだろう。 

図１ 日本社会福祉学会の入会者の推移 
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２）学会のあり方検討会の検討の目的と方法 

 以上のような状況を踏まえて、10 年後を見据えた日本社会福祉学会のあり方を検討する必要が

生じている。そこで、本あり方検討会は、日本社会福祉学会の会員動向、コロナ禍及びコロナ後

の事業運営（オンライン会議等）などの学会の財政、事業、運営のあり方について、中長期的な

観点から検討し、今後の学会運営のあり方について提案することを目的とする。 

 ただし、ここで学会のあるべき姿を提案するのは、人的にも時間的に不十分であり、次年度お

よびその後にも継続して検討していくべき課題であると考える。この報告では、今後のシナリオ

を提示しながら、いくつかの選択肢を示すことにしたい。 

 

３）メンバー 

圷洋一（東京都立大学）、伊藤嘉余子（大阪府立大学）、木下武徳（立教大学）、 

谷口由希子（名古屋市立大学）、室田信一（東京都立大学）、山田壮志郎（日本福祉大学）、 

事務局・高宗万希子（国際文献社） 

 

４）会議開催状況 

第１回 2021 年 ７月 20 日 問題状況の共有 

第２回 2021 年 ９月 14 日 学会の捉えている課題について 

第３回  2021 年 11 月 16 日 対応の方向性について 

第４回 2022 年  1 月 ４日 検討結果のあり方について 

第５回 2022 年 2 月  8 日 報告書の骨子について 

 

２．日本社会福祉学会の現状 

１）会員減少・会費減少 

〈2015 年度から 2021 年度までの会員数の動向〉 

日本社会福祉学会の会員は、表１のとおり、毎年 2％程度（毎年 100 名ほど）減少している。

退会者の中には定年退職を機に退会される会員も多く含まれるが、定年とは関係なく退会する会

員も一定数いる。 

 

表１ 会員数の動向 2015 年度〜2021 年度  

  15 年度 16 年度 27 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

4/1 会員数 4929 4842 4741 4637 4503 4411 4322 

入会承認者数 161 168 181 153 138 125   

退会者数 250 263 286 279 229 217   

前年比   -87 -101 -104 -134 -92 -89 

増減率   98.2%  97.9%  97.8%  97.1%  98.0%  98.0%  

注１）2016 年度から 2021 年度までの会員減少数の平均値：101.2 

注２）2015 年度から 2020 年度までの入会承認者数平均値：154.3 

注３）2015 年度から 2020 年度までの退会者数平均値：254.0 
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〈上記のデータに基づいた 2030 年度までの将来推計〉 

今後 10 年間も、これまでの傾向同様に会員が減少することを想定し、会員増減率を 98％に設

定して計算した推計表が以下の表２である。これによると、2020 年度の会員数は 4411 人である

が、2030 年には 3603 人（2020 年度の約 82％）になると推計される。 

 

表２ 会員の将来推計（１） 

 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

会員数 4236  4151  4068  3986  3907  3829  3752  3677  3603  

前年比 -86  -85  -83  -81  -80  -78  -77  -75  -74  

増減率 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 

 

次に、毎年コンスタントに会員が 100 名減少すると設定して計算した推計表が以下の表３である。

2030 年度には会員が 3422 人（2020 年度の会員数の約 76％）になると推計される。 

 

表３ 会員減少の推計（２） 

 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

会員数 4222 4122 4022 3922 3822 3722 3622 3522 3422 

前年比 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

増減率 97.7%  97.6%  97.6%  97.5%  97.5%  97.4%  97.3%  97.2%  97.2%  

 

〈会費の減少〉 

上記の将来推計に基づくと、2020 年度に対して、2030 年度の会費収入は 1000 万円から 1200

万円程度減少し、年間予算における会費収入は 2020 年度の 4605 万円に対して、2030 年度は 3400

万円から 3600 万円となる見込みである。 

なお、2020 年度はコロナウイルスの影響から前年比 700 万円ほど収入が減少した。その理由と

しては、大会参加費を徴収しなかったことや、オンライン化により会議のための旅費等があまり

発生しなかったことにある。 

 

３．日本社会福祉学会の位置づけ 

 日本社会福祉学会のあり方について検討するにあたり、日本社会福祉学会の役割や位置づけを

確認し、整理する必要がある。そのため、まず日本社会福祉学会の意義や役割について検討を行

った（図２参照）。 

 

１）日本社会福祉学会の役割 

＜学会として求められる研究力の強化とそのための質の高い大会運営と学会誌の発行＞ 

まず、研究者の交流の場である学会に求められる最も重要な役割は、日本の社会福祉研究にお

ける「研究力の強化」であることを確認した。 
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また、日本社会福祉学会は様々な事業を行っているが、この「研究力の強化」のために核とな

る事業が「研究大会の開催」と「学会誌の発行」の２つである。学会発表の場である研究大会に

よって研究交流とディスカッションをして、研究発表の場である学会誌の発行によって社会福祉

研究の成果を公表し、社会福祉学の発展に貢献すると考える。したがって、「質の高い大会の運営」

と「質の高い学会誌の発行」に取り組んでいくことが学会として社会福祉学を発展させていくた

めの重大な役割であることを確認した。 

 

２）研究力強化のための方向性 

＜研究力の強化のために求められる「会員の確保」「実践の理論化」「他学会との協働」＞ 

 そして、この研究力の強化を社会福祉研究のなかで進めていくためには、以下の３点が重要だ

と考えた。 

第一に、「会員の確保」であり、研究力の強化のためには、研究者の活発な議論が必要であるた

め、社会福祉研究に関心を持つ多くの、かつ多様な会員の参加が不可欠である。 

第二に、「実践の理論化」であり、社会福祉研究においては、他の学問と同様、理論的、実証的

な研究が求められるが、特に、福祉現場で行われている／行われていた実践を整理、分析し、理

論化していくことが重要である。 

第三に、「他学会との協働」であり、専門知が多様な研究分野との学びあいや交流によって刺激

を受けて生まれるものであることを踏まえると、他学会との積極的な交流やディスカッションを

促す必要があると考える。特に、社会福祉に関わる学会が今日では多数創設されてきている。そ

れはある意味研究が専門分化していることを示すものであるが、社会福祉学としてそれらの研究

の成果を学び合う機会を設けることが重要である。 

 

図２ 日本社会福祉学会のあり方に関する体系と事業案の例示 

 

適正な⽀出と持続可能な学会運営

会議における
オンラインツール
の有効活⽤

地⽅ブロック
ごとの交流促進

質の⾼い⼤会運営 質の⾼い学会誌発⾏
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４．今後の学会の取り組み（案） 

 以上の日本社会福祉学会の役割を達成するために取り組むことして、大きく４つの狙いを設定

し、その内容を検討した。その４つの狙いとは、①研究者の育成、②国際的な研究力の向上、③

実践と研究のリエゾン、④幅広い会員の確保である。以下その具体的な取り組みの案について例

示的に示す。 

 

１）研究者の育成 

➢ キャリア初期研究者の育成・交流促進 

2021 年度より研究支援委員会が取り組んでいる CS-NET の取り組みや秋季大会におけるス

タートアップ・シンポジウムなどを通して、キャリア初期にある研究者がネットワークを形

成し、情報交換や研究交流を通して、学術的な知識を身につけることや、キャリア形成につ

いて情報収集することを促進する。 

e.g. 社会政策学会（若手研究者のためのワークショップ）、日本心理学会（若手の会：若手の

ための進路相談会）、日本分子生物学会（キャリアパス委員会）、日本子ども家庭福祉学会（研

究助成：70 万円の予算で年間 1〜2 人）、日本保育学会（若手研究者の支援） 

 

➢ 留学生の育成・交流促進 

秋季大会における留学生と国際比較研究のためのワークショップの開催などを通して、留学

生の研究支援、国際的な研究のための環境整備を促進する。 

e.g. 日本心理学会（留学生ネットワーク） 

 

２）国際的な研究力向上 

➢ 【新】学会賞最終選考論文の英訳と発信 

現行の英文誌を刷新して、学会賞の最終選考に残った論文（年間 3〜5 本程度）を学会が費用

を負担して英訳し、海外向けに発信する。 

 

➢ 【新】国際シンポジウム等国際プログラムの常設 

秋季大会に海外の研究者を毎年招聘し、基調講演を依頼する。もしくは国際シンポジウム等

のプログラムを常設し、国際的な研究交流を促進する。 

e.g. 日本分子生物学会（国際会議支援） 

 

３）実践と研究のリエゾン 

➢ 【新】「実践報告」の積極的活用 

『社会福祉学』にある「実践報告」の投稿カテゴリーで論文が掲載される頻度が少ないため、

福祉現場で実践に携わっている会員による研究を促進して、「実践報告」の投稿を活性化させ

る。他にも、学会のフォーラムやシンポジウムなどで報告してもらっている実践家に依頼を

して執筆してもらう。 

一方、「実践報告」ではなく「実践研究」というカテゴリーに変更する方が学術誌に掲載する

論文としては相応しいという意見も出た。 

e.g. 日本地域福祉学会（『地域福祉実践研究』の刊行） 
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➢ 【新】実践者と研究者の共同研究助成制度の創設 

実践研究を促進する目的で、現場の実践家と研究者による共同研究助成制度を新たに創設す

る。研究に関心がある実践家が学会員となり学会活動に参加する契機となる。 

上記の「実践報告」の積極的活用とも連動させる。 

e.g. 日本心理学会（研究会助成制度） 

 

４）幅広い層の会員確保 

➢ 【新】高校生向けプロジェクト 

高校までの教育の中で、社会福祉を高齢者介護と関連付けて理解する傾向があるが、より幅

広い社会福祉学の魅力を伝えるために、高校生向けの情報発信や教材の提供や、大学で福祉

を専攻することを検討している高校生向けのイベントの企画などを促進する。 

e.g. 日本心理学会（高校生のための心理学講座 YouTube 版、学部生・高校生プレゼンバト

ル）、日本社会学会（社会学教育委員会：高校生向けの web コンテンツ、後進の育成）、日本

分子生物学会（高校への講師無料派遣、年次大会における高校生発表枠） 

 

➢ 広報活動の拡充 

従来のホームページによる情報発信に加えて、海外に向けた多言語による情報発信の強化、

一般向けに SNS による情報発信の充実、学会の概況を伝える広報材料の作成などを促進す

る。 

e.g. 日本社会学会（研究情報支援委員会） 

 

➢ 【新】法人会員制度の創設 

現行の個人会員とは別に法人会員制度を創設し、社会福祉法人や医療法人、NPO 法人などの

法人単位で加入することができるようにする。法人会員は、学会誌を受け取ることと、大会

への会員価格での参加（1 名まで）ができるなどの会員特典を設ける。 

e.g. 日本子ども家庭福祉学会（法人会員 1 万円）、子ども環境学会（団体会員 1 万円）、日本

子ども虐待防止学会（団体会員 1 万 4000 円） 

 

５）適正な支出と持続可能な学会運営 

➢ 会議におけるオンラインツールの有効活用（詳細は以下６で検討する。） 

ZOOM 等のコミュニケーションツールを有効に活用し、従来のような対面による理事会や運

営委員会等の開催を最小限にとどめることで、学会運営費に占める旅費を削減する。 

➢ 地方ブロックごとの交流促進 

オンラインツールの普及により、会員同士の対面型の交流機会の減少が見込まれることから、

移動コスト（および移動時の感染リスク）が比較的少ない地方ブロックごとの対面交流の機

会が増えるよう地方ブロックの交流活動を促進する。 

e.g. 発達心理学会（地区懇談会）、 
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5．資産の扱い 

現在、日本社会福祉学会には 1 億 3000 万円ほどの資産（預金）がある。年間の予算が 5000 万

円弱であることを考えると、年間予算の 2〜3 年分の資産を留保していることは過剰なのではな

いかという指摘がこれまでも組織内部からあがっていた。そのため、この件について検討を行っ

た結果、以下の３つの選択肢が考えられる。 

 

1）将来のために残す 

有事の際に対応できるように十分な資産を準備金として保持しておく必要がある。 

今後、会員が減少することを考えると、会員が減少する中でも同レベルの学会運営を継続するた

めには資産を切り崩して運営することも念頭に置く必要がある。 

 

2）会費 2年間分を確保し、残りを会員に還元する 

2 年間の会費収入にあたる 9000 万円を確保し、残りの資産を会員に還元する。 

2020 年度から 5 年間、毎年 400 万円、合計 2000 万円の特定資産を設けて、研究支援事業、アー

カイブ事業、フォーラム事業をとおして会員に還元している。今後も特定資産を増額するなどし

て、事業を充実することで会員への還元を図る。 

 

3）会費 1年間分を確保し、残りを会員に還元する 

1 年間の会費収入にあたる 4500 万円を確保し、残りの資産を会員に還元する。 

8000 万円規模の予算になるため、2）で示したような特別事業を長期に渡り実施するのか、それ

とは別に短期間で予算を使用する計画を立てるのか検討が必要になる。 

 

本検討会では、我が国は災害大国であり、大きな災害が来たときには長期的な対応が迫られる

こともあり、危機管理の観点から組織運営に必要な資産を確保することが必要であると考え、上

記の選択肢のうち 2 の案を提案したい。 

 

６．会議や大会の扱い 

コロナ禍によって、感染対策が求められるなか、大学や研究のあり方も大きく変わり、Zoom

などのオンラインを活用した会議や研究会、研究大会が増加した。オンライン開催については、

一長一短があり、コロナ感染が終息したら対面による開催も一定程度増加すると考えられるが、

全国に理事や委員のいる日本社会福祉学会の会議や大会のあり方を考えるにあたって、オンライ

ンの活用は利便性が高く、コストも低下できる。 

全国に理事や委員等がいる本学会の会議は、コロナ禍以前では、かなりの日程調整、時間調整

をして、特に関東以外の遠方の理事や委員等にとって会議はその移動に大きな負担があり、また、

学会の支出も大きな額になっていた。コロナ禍前後の会議開催経費を比較したデータ（学会の本

部・委員会・地域ブロック事業のみではなく、秋季大会時の弁当代や国際交流関係の招聘あるい

は派遣費用、フォーラム等も含まれている）をみると以下の２点が読み取れる。第一に、コロナ

禍の影響を受ける前の 2018 年度とコロナ禍の影響が最も大きかった 20 年度を比較すると、会議

開催経費は約 600 万円の費用減少となっていた。また、その内訳は旅費約 500 万円、会合費約 100
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万円の内訳であった。第二に、会合費に関しては、2020・2021 年度 zoom のアカウント契約料が

新たに発生しているが、トータル費用としては大きな減少となった。 

 以上のことから、会議をオンライン開催にすると経費的にも大幅な支出削減ができる。ただし、

オンラインでは会議参加者の相互交流や円滑な会話が減退しがちであることことを考えると、例

えば、理事会等はオンラインを主体としつつ、年度最初や最後の会議を対面で実施するなどの工

夫はあってもよいと考える。 

 また、研究大会は年に１回のものであるため、様々な交流を促すためにも対面実施が望まれる

が、遠方開催や土日の業務、費用の負担の困難のため参加できない人にとってはオンラインと対

面のミックス開催なども検討の余地があると思われる。特に、大会の企画のなかでも比較的オン

ライン配信が容易なシンポジウム等をミックス対応として進めていくことも検討に値する。 

 

７．今後の対応について 

上記は、検討会メンバー６人で実施した５回の会議でまとめたものであり、一定の現状把握や

方向性は示すことができたと考えるが、これらを具体化していくためにはまだ検討不足である。

特に、学会の会員から意見等を聴取し、より会員の意思に寄り添ったものにしていく必要がある。

このような学会のあり方に対して、会員アンケート（学会に加入した理由や活動状況等を問う）

等を行い、会員の意向を確認しながら、今後の具体的な事業展開をさらに綿密に検討していくこ

とを期待する。 

以上 
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