
 

議案第１号 

2021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、コロナ禍においても三役会議及び役員会を定期的に

開催するとともに、地区支部の各種事業を感染状況を踏まえながら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、期待される

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。 

2021年度は、コロナ禍において地区支部として会員や道民、関係機関に対してできることを模索しつつ、将

来に向けて事業を推進した一年でした。           ◇会員数 道央 784名(2022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49件(後見28・保佐15・補助3・他団体依頼等2・調整中1) 

③ぱあとなあ登録者名簿の提出 札幌家庭裁判所、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 

  5月20日木(支部長・事務局長・長井幹事出席)・7月1日木(支部長・長井幹事出席) 

  9月13日月(支部長・事務局長・長井幹事出席)・10月27日水(支部長・事務局長・長井幹事出席) 

   12月27日月(支部長・事務局長・長井幹事出席)・ 3月14日月(支部長・事務局長・長井幹事出席) 

⑤札幌家裁との後見報酬の見直しに係る懇談会 11月30日火 8人出席 

⑥千歳市専門職後見人サロン 2月25日金(支部長・事務局長・長井幹事出席) 

⑦札幌家庭裁判所家事関係機関連絡会議 11月17日(水)に開催(支部長・事務局長・長井幹事出席) 

⑧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 6月 12日 

（土） 

会場が使用できないため、中止。  

第 2回登録者学習会 

（札幌市社会福祉 

総合センター） 

8月 21日（土） 伝達研修「意思決定支援」 

【報告者】長井・里村委員 

「事例報告」 【報告者】佐藤亮会員 

 

25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 13日 

（土） 

「後継報酬改定を中心とする最新情報」 

【講師】札幌家庭裁判所部統括判事知野明氏 

「事例報告」 【報告者】竹田華奈江会員 

33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 12日 

（土） 

「事例報告」 

【報告者】佐々木和子会員・照井郁哉会員 

20名 

 

合議体の開催(13回) 

 

構成員(五十音順) 

柏  浩 文事務局長 

里 村としこ事務局員 

佐々木カヲル幹事 

菅  しおり支部長 

高 橋修 一監事 

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 12日(月) 後見人候補者の推薦等(会場：エルプラザ) 9名 

5月 13日(木) 後見人候補者の推薦等(ズーム) 8名 

6月 10日(木) 後見人候補者の推薦等(ズーム) 8名 

7月 15日（木） 後見人候補者の推薦等(ズーム) 10名 

8月 21日（土） 後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 7名 

10月 18日(月) 後見人候補者の推薦等(ズーム) 8名 

11月 13日（土） 後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 8名 

11月 25日(木) 後見人候補者の推薦等(ズーム) 10名 

12月 16日(木) 後見人候補者の推薦等(ズーム) 7名 

1月 21日（金） 後見人候補者の推薦等(ズーム) 9名 

2月 4日（金） 後見人候補者の推薦等(ズーム) 8名 

3月 7日（月） 後見人候補者の推薦等(ズーム) 8名 

3月 12日(土 後見人候補者の推薦等(会場：札社福 C) 9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 

10月 30日 

（土） 

「成年後見制度における社会福祉士の役割 

-最新情報・全国的な動向を踏まえて-」 

【講 師】公益社団法人日本社会福祉士会 

理事 星 野 美 子 氏 

33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 26日 

（土） 

「寄り添う支援」 

【講師】立教大学コミュニティ福祉学部 

教授  木 下 武 徳 氏 

28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・Ⅲ(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 基礎研修修了者のつどい 3月18日  札幌市社会福祉総合センター  ７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・ズーム 

2月 26日

（土） 

「地域アセスメント力向上」 

【講師】北星学園大学社会福祉学部 

准教授  畑   亮 輔 氏 

2

0

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・ズーム 

8月 7日

（土） 

「ソーシャルワークとリーガルマインドから考

える虐待対応」 

【講師】北海道社会福祉士会 

道北地区支部長 高 橋 通 江氏 

弁護士     山 本 賢太郎氏  

31名 

 

 

(7)地域包括支援センター会員との懇談会 

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 7日（土） 8名 島崎副支部長・金野幹事 

 

(8)全国統一模擬試験への協力 

10月 2日（土）札幌会場：かでる 2.7 受験 18人  協力：長井・金野・三好幹事 

(9)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 

(札幌市社会福祉総合セン

ター) 

10月30日 

（土） 

「司法福祉におけるソーシャルワーカーの

役割」 

【講師】医療法人社団ほっとステーション 

ソーシャルワーカー 佐々木   渉 氏 

25名 



 

災害支援推進セミナー  

 

(札幌市社会福祉総合セン

ター) 

3月19日 

（土） 

「要援護者支援のための災害救助法と支援

制度の『知識の備え』」 

講 師：北海道保健福祉部総務課 

危機管理係長 嘉多山 裕 史 氏 

「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 

「災害とトラウマ」 

【講師】札幌学院大学心理学部 

教 授 菊 池 浩 光 氏 

15名 

生活困窮者支援に携わる社

会福祉士のつどい 

 

(札幌市社会福祉総合セン

ター・ズーム) 

11月20日 

（土） 

報告１「コロナ禍における若者の現状」 

【報告】北海道医療大学講師 近藤尚也氏 

報告２「コロナ禍における社会福祉協議会

の取り組み」 

【報告】石狩市社会福祉協議会 

山崎 智美 氏 

報告３「コロナ禍における生活困窮者自立

相談支援機関の取り組み」 

【報告】しりべし圏域総合支援センター 

            吉村 寿人 氏 

報告４「コロナ禍における生活保護の現状」 

【報告】札幌市東区役所 出町 勇人 氏 

34名 

（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 31日 

（土） 

「養護学校の理解を深める―星置養護

学校の現状を中心に―」 

【講師】北海道星置養護学校ほしみ 

高等学園教諭 田 野 政 勝氏 

12名 

 

  

札幌市社会福祉

総合センター 

11月 3日 

（水・祝） 

「保護観察所の理解を深める-ソーシャ

ルワーカーの役割-」 

【講師】札幌保護観察所統括保護観察官 

           畠 山 茂 祥氏 

21名 

 

 

札幌市社会福祉

総合センター 

12月11日 

（土） 

「女性支援と生活困窮 

―Asylの活動を中心に―」 

【講師】NPO法人女性サポート Asyl 

       事務局長 波田地 利 子氏 

23名 

 

札幌市社会福祉

総合センター 

 3月 5日 

（土） 

「今、放課後等ディサービスの現場では 

-児童養護施設からの立ち上げ-」 

【講師】合同会社アッサンブラージュ 

代表 石 塚 晶 子氏 

13名 

 

札幌市社会福祉

総合センター 

 

（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 7月 17日（土） 7名 島崎・海老副支部長・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のため中止。 

 

(5)選挙管理委員会の開催 

  日時等：4月6日(火) 札幌市社会福祉総合センター 4名出席 

構成員：鈴木信博会員(委員長)・深沼みどり会員・越後剛育会員・事務局長 

 内 容：役員応募状況・応募資等の確認等 



 

 

(6)災害支援委員会の開催 

  日時等：9月30日(木)ズーム 5名出席・11月26日(金)ズーム 5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：避難所及び福祉避難所の運営等 

 

(7)ブロックの取り組み 

①後志ブロックの集い 11月27日(土) 小樽市 7名出席 

②空知ブロック会員交流会(ズーム)の実施 7/29(木)8名、9/16(木)9名、11/11(木)11名、 

1/17((月))9名 

③空知ブロック会員アンケート調査の実施 送付数96名 回答数9名 回収率9.4% 

 

(8)監事監査の実施 

  4月24日(土) 札幌市社会福祉総合センター 

出席者：齋藤監事・中田監事・支部長・事務局長・鈴木健幹事(会計担当) 

 

 （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 
書面審査 

 

233名 

書面評決

161名・委

任状72名 

議案第１号 2020年度事業報告及び決算                 
議案第２号 2020年度監査報告                  
議案第３号 2021年度事業計画(案)及び予算(案) 
議案第４号 道央地区支部役員の選任について               
議案第５号 ぱあとなあ道央地区支部合議体構成員の 

選任について 

三役会議 

(札幌市社会

福祉総合セン

ター・ズー

ム) 

4月15日(木) 3名 地区支部全体会、社会福祉セミナー等 

6月18日(金) 5名 地区支部全体会、社会福祉セミナー等 

7月 8日(木) 6名 権利擁護・司法福祉セミナーについて等 

8月12日(木) 6名 権利擁護・司法福祉セミナーについて等 

9月 9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14日(木) 6名 会員との懇談、社会福祉セミナーについて等 

11月11日(木) 6名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

12月 9日(木) 6名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

2月14日(月) 5名 事業計画、予算について等 

3月10日(木) 6名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

役員会 

(札幌市社会

福祉総合セン

ター・ズー

ム) 

4月22日(木) 14名 地区支部全体会、社会福祉セミナー等 

6月24日(木) 18名 地区支部全体会、社会福祉セミナー等 

8月26日(木) 16名 権利擁護・司法福祉セミナー等について 

10月21日(木) 15名 会員との懇談、社会福祉セミナーについて等 

12月23日(木) 15名 地区支部全体会、社会福祉セミナーについて等 

2月24日(木) 13名 来年度の事業計画、予算について等 

 

（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  金野幹事 

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 

江別市成年後見制度利用促進協議会 年 2回 委員委嘱(新規)  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 

札幌市社会福祉協議会権利擁護審査会 年 6回 委員委嘱(新規)  里村ぱあとなあ合議体 

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 

札幌市成年後見推進協議会 年 2回 委員委嘱(新規)  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  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  安田会員 

千歳市専門職対象成年後見制度勉強会 3/18(金) 講師派遣(新規)  柏事務局長 

札幌市市民後見人養成研修 
年 1回 

講師派遣 

⇒中止 

 長井幹事・里村会員・古

山会員 

札幌市社会福祉協議会苦情解決に関する

第三者委員 

随時 

 

委員委嘱(新規)  出町副支部長 

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 

岩見沢市高齢者虐待防止研修会 9/28(火) 講師派遣  金野幹事 

道士会支部長・事務局長会議 10/23(土) ズーム  支部長・事務局長 

道士会理事会  7/24(土) 

10/23(土) 

1/22(土) 

出席  出町・島崎副支部長 

 

 

（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 

    なし 


