
 

議案第１号 

2020年度 道央地区支部事業報告 
 【報告概要】 

地区支部の役割、目標等を役員会で更に共有するため、三役会議及び役員会をコロナ渦においても定期的に

開催するとともに、地区支部の各種事業を模索しつつも進めることができました。 

また、地区支部の中心的事業であるぱあとなあについては、成年後見制度の利用促進に向けて、急増する成

年後見人候補者の推薦、家庭裁判所や専門職団体等との懇談等を行いました。 

2020年度は、コロナ渦において地区支部として会員や道民、関係機関に対して何ができるか模索しつつ、今

後に向けて事業を推進した一年でした。           ◇会員数 道央 785名(2021年 3月末現在) 

 

◇共通事業 

(1)ぱあとなあ事業の実施 

①ぱあとなあ登録者数     115名(2021年3月末現在) 

②ぱあとなあ新規受任件数  法定後見77件(後見38・保佐25・補助4・他団体依頼7・調整中3) 

③ぱあとなあ登録者名簿の提出 7月13日(月)札幌家庭裁判所へは事務局長・長井幹事持参、岩見沢 

支部・滝川支部・岩内支部・小樽支部・夕張出張所・寿都支部～郵送 

   ④札幌家庭裁判所、札幌弁護士会、札幌司法書士会との懇談会 

 12月18日金(支部長・事務局長・長井幹事出席)・3月5日金(支部長・長井幹事出席) 

⑤札幌家庭裁判所と家事関係機関との連絡会議  中止 

⑥ぱあとなあ登録者及び成年後見人受任者勉強会等の開催 

地区 

支部 
名  称（場所） 開催日 内容・講師 

参加 

人数 

道央 第 1回登録者学習会 

（札幌市社会福祉総合

センター） 

6月 6日（土） 「利用促進計画の取り組みと制度の動向」 

【講師】札幌家庭裁判所 部統括判事 

知 野   明氏 

21名 

 

第 2回登録者学習会 

（札幌市社会福祉総合

センター） 

8月 22日（土） 「事例報告」  【報告】高瀬彰子会員 

「道央地区ぱあとなあの現況等について」 

【説明】道央地区支部合議体 

22名 

 

 

第 3回登録者学習会 

（札幌市社会福祉総合

センター） 

11月 7日（土） 「民法の改正について」 

【講師】札幌弁護士会 弁護士 

 大 崎 康 二 氏  

22名 

 

第 4回登録者学習会 

（札幌市社会福祉総合

センター） 

3月 6日（土） 「事例報告」 

【報告】石崎剛会員・三好由美子会員  

1

9

名 

合議体の開催(13回) 

 

構成員(五十音順) 

柏  浩 文事務局長 

里 村としこ会員 

菅  しおり支部長 

高 橋修 一会員 

長 井巻 子幹事 

成 田孝 友会員 

古 山明 美会員 

細 谷義 江会員 

安 田昌 彰会員 

4月 9日（木） 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 6名 

4月 29日（水） 後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 6名 

6月 6日（土） 後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 9名 

7月 2日（木） 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 8名 

7月 31日（金） 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 8名 

8月 22日（土） 後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 9名 

9月 8日（火） 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 6名 

9月 28日（月） 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 6名 

10月 29日（木） 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 6名 

11月 7日（土） 後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 6名 

12月 3日（木） 後見人候補者の推薦等(ズーム) 9名 

1月 5日（火） 後見人候補者の推薦等(ズーム) 9名 

1月 25日（月） 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 5名 

3月 6日（土）  後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 7名 

   

(2)権利擁護セミナーの開催    

地区 

支部 
場  所 開催日 内容・講師 

参加 

人数 



 

道央 札幌市社会福祉総

合センター 

3月 20日 

（土） 

「児童の権利擁護を考える」 

【講 師】北海道大学大学院教育学研究院 

教授 松 本 伊智朗 氏  

2

7

名 

 

(3)社会福祉セミナーの開催 

地区 

支部 
場  所 開催日 内容・講師 

参加 

人数 

道央 札幌市社会福祉総

合センター 

3月 13日 

（土） 

「司法福祉における社会福祉士の役割」 

【講師】北海道地域生活定着支援札幌センター 

 石 井   隆 氏 

20

名 

 

(4)生涯研修の促進 

① 基礎研修Ⅰの開催協力 

② 基礎研修Ⅱ(SW理論・地域政策・人材育成・権利擁護・実践評価研究)の開催協力 

③ 基礎研修修了者アンケート調査の実施 依頼数64名 回答数36名 回収率56.3% 

④ 基礎研修修了者のつどい 3月12日  オンライン 9名参加 

 

(5)地域包括支援センター(自己評価ワークブック)研修会の開催 

地区 

支部 
場  所 開催日 内容・講師 

参加 

人数 

道央 札幌市社会福祉総合

センター 

3月 13日

（土） 

グループ共有「地域・組織・個別アセスメント力研

修～コロナ渦で地域包括だからできること～」 

8

名 

 

(6)高齢者虐待対応研修会の開催 

地区 

支部 
場  所 開催日 内容・講師 

参加 

人数 

道央 札幌市社会福祉総合

センター 

8月 1日

（土） 

グループ共有「新型コロナウイルスの感染拡大が

及ぼす高齢者虐待への影響と今後の対策」 

20名 

 

 

(7)全国統一模擬試験への協力 

10月 3日（土）札幌会場：かでる 2.7 受験 19人  協力：菅支部長、長井・鈴木健幹事 

(8)受験生激励・入会促進活動の実施   今年度中止 

 

◇独自事業 

（1）研修会の開催 

名  称(場 所) 開催日 内容・講師 
参加 

人数 

司法福祉セミナー  他のセミナー等が延期のため今年度中止。  

災害支援推進セミナー  

 

(札幌市社会福祉総合セン

ター) 

9月19日 

（土） 

「社会福祉士会における災害支援活動」 

【講師】道央地区支部事務局長 柏 浩文 

「社会福祉士の災害支援―北海道胆振東部

地震の経験から―」 

【講師】道士会理事・災害支援委員会 

副委員長 石黒 健一氏 

「災害支援ソーシャルワーク」 

【講師】早稲田大学人間福祉学部 

准教授 大島 隆代氏 

21名 

生活困窮者支援に携わる社

会福祉士のつどい 

 他のセミナー等が延期のため今年度中止。  

（2）学習会・勉強会の開催  

名  称 開催日 内容（テーマ）・講師 
参加 

人数 
場所 



 

会員サロン 

 

7月 18日 

（土） 

「公的扶助」 

【講 師】札幌国際大学短期大学 

准教授 山 内 太 郎氏 

13名 

 

  

みんくる 

(滝川市) 

9月 26日 

（土） 

「自閉症の理解を深める」 

【講師】札幌市自閉症支援センターゆい 

所長 佐 藤 貴 志氏 

37名 

 

 

札幌市社会福祉

総合センター 

2月 20日 

（土） 

「司法福祉における社会福祉士の役割」 

【講師】札幌刑務支所勤務 

山 下 容 子氏 

15名 

 

札幌市社会福祉

総合センター 

 2月 27日 

（土） 

「児童自立支援施設の理解を深める」 

【講師】北海道立向陽学院 佐藤 孝幸氏 

新型コロナの影響に伴

う講師の都合で中止 

◇江別市・恵庭市社会福祉士研修への運営協力 

 

（3）新入会員との懇談会の開催 

開催場所 開催日 参加人数 出 席 者 

札幌市社会福祉総合センター 8月 29日（土） 19名 支部長・島崎副支部長・事務局長 

・事務局次長 

 

（4）市町村役場との懇談会の実施 

  今年度については、新型コロナウイルス感染拡大のため中止。 

 

(5)選挙管理委員会の開催 

  日時等：10月26日(月) エルプラザ 4名出席 

構成員：越後剛育会員・鈴木信博会員(委員長)・深沼みどり会員・事務局長 

 内 容：委員長の選出、役員選出要綱、役員の募集等 

 

(6)災害支援委員会の開催 

  日時等：8月 1日(土) エルプラザ 6名出席 

構成員：五十嵐陽子会員・石崎 剛会員・柏 浩文事務局長・芳賀憂子事務局次長・日詰拓也会員・ 

松尾真由美会員・吉野真弘会員 

 内 容：社会福祉士(会)の役割、ガイドライン、マニュアルの理解等 

 

(7)ブロックの取り組み 

空知ブロック会員アンケート調査の実施 送付数94名 回答数41名 回収率43.6% 

 

(8)監事監査の実施 

  4月25日(土) 齋藤監事・中田監事・事務局長・鈴木健幹事(会計担当)出席 

 

 （9）全体会(総会)・三役会議・役員会の開催 

総会・会議名 開 催 日 参加人数 内     容 

道央地区 

支部全体会 

書面評決 

 

 

207名 議案第１号 2019年度事業報告及び決算                 
議案第２号 2019年度監査報告                  
議案第３号 2020年度事業計画(案)及び予算(案) 

三役会議 6月11日(木) 3名 会員サロン、会員との懇談会について等 

7月14日(火) 5名 権利擁護・司法福祉セミナーについて等 

8月 6日(木) 5名 権利擁護・司法福祉セミナーについて等 

9月10日(木) 5名 会員との懇談、社会福祉セミナーについて等 

10月15日(木) 5名 会員との懇談、社会福祉セミナーについて等 

11月12日(木) 5名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

1月14日(木) 4名 事業計画、事業報告について等 

3月11日(木) 4名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

役員会 6月18日(木) 14名 会員サロン、会員との懇談会について等 



 

8月21日(金) 14名 権利擁護・司法福祉セミナー等について 

10月22日(木) 14名 会員との懇談、社会福祉セミナーについて等 

11月18日(水) 15名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

1月21日(木) 18名 来年度の事業計画、予算について等 

3月18日(木) 15名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

 

（10）委員会への派遣、会議等への出席 

事業名称 開催日 内容 
参加 

人数 
出席者等 

札幌市福祉サービス調整委員会 年 2回 委員委嘱  海老副支部長 

人権擁護委員会 随 時 委員委嘱  中田監事 

江別市後見実施機関運営協議会 年 2回 委員委嘱  菅支部長 

江別市成年後見支援センター 

受任調整会議 

随 時 

 

委員委嘱  成田会員 

札幌市市民後見推進事業運営委員会 年 4回 委員委嘱  長井幹事 

札幌市介護認定審査会 月 2回 委員委嘱  会員 22名 

札幌市障害認定区分審査会 月 2回 委員委嘱  会員 4名 

小樽市障害認定審査会 月 2回 委員委嘱  柏事務局長・藤根会員 

江別市医療介護連携推進協議会 年 3回 委員委嘱  菅支部長 

札幌市地域福祉社会計画審議委員会 年 4回 委員委嘱  菅支部長 

岩見沢市成年後見センター 

運営協議会 
年 1～2回 

委員委嘱(新規)  安田会員 

岩見沢市成年後見センター 

事例検討部会 
年 6回 

委員委嘱(新規)  安田会員 

岩見沢市高齢者虐待研修会 2/18(木) 講師派遣(新規)  島崎副支部長 

札幌市市民後見人養成研修 
年 1回 

講師派遣  長井幹事・成田会員・

古山会員 

札幌市市民後見人受任者勉強会 3/10(水) 講師派遣  長井幹事 

北海道手話通訳者養成講座 年 1回 講師派遣  菅支部長 

千歳市成年後見支援センター 

受任調整委員会 
年 4回 

委員委嘱  柏事務局長 

北海道災害ボランティア連絡会議 7/30（木） 道士会理事代理  柏事務局長 

道士会支部長・事務局長会議 

 

5/ 9(土) 

10/24(土) 

 

 

 

 

支部長・海老副支部長 

支部長・事務局長 

道士会理事会  7/25(土) 

10/24(土) 

1/23(土) 

オブザーバー 

出席 

 菅支部長 

島崎副支部長 

菅支部長 

 

（11）広報活動の実施 

主な内容 発行部数（方法） 発行月 

道士会かわら版作成への協力 ベテランの視点、地区支部案内等 年 3回 

地区支部ホームページの運営  2017年開始・随時更新 

セミナー等案内チラシの発行 860部（道士会郵送物に同封し会員に郵送） 年 4回 

 

（12）名義の後援 

依 頼 主 内   容 

介護福祉サーベイジャパン株式会社 すむところ 2020札幌・道央版 

「記憶」札幌上映実行委員会 映画「記憶」の上映 

介護福祉サーベイジャパン株式会社 すむところ 2021各エリア版 

 


