
 

 

 

2016年度 

公益社団法人 北海道社会福祉士会 十勝地区支部 

事 業 報 告 
 

 十勝地区支部 基本理念 「つなぐ・ささえる・まもる・つくる・かえる」 

 

はじめに                                                

2016年度より新役員体制でスタート。詳細は後に触れますが、副支部長＝委員長体制への変更、

基礎研修Ⅲの地元開催と四役の基礎研修運営参加、委員会の再編と司法連携部会の創設、ブロッ

ク幹事の設置、受験生支援のスタート、ネット会議の試行、ホームページとリニューアル・・等、これまでの

地区支部の課題解決と地域・社会の要請に即して、活動を修正しながら 1年間活動してきた。 

 

Ⅰ 組織の現状                                           

 

 十勝地区支部 北海道社会福祉士会 日本社会福祉士会 

会員数の動向 会員数 157名 

※前年同月比 2人増 

1.726名 

（組織率 20.08％） 

38.196名 

（組織率 20.09%） 

 

Ⅱ 新組織・運営体制                                          

以下の視点に留意しながら、新組織・運営体制を再編成した。 

 

１．道理事・道派遣委員と地区支部をつなぐ～支部長を介した連携協働 

２．四役の役割に関する整理～共通課題および実務の設定 

３．副支部長＝委員会委員長～委員会活動と四役会議をつなぐ 

４．委員会の再編～総務委員会を特化・企画調査委員会創設 

５．ブロックごとの動向把握・活動展開が鍵～ブロック幹事の設定 

 

１ 四役および業務分掌         

支部長 東村 智之 事業骨格の立案・事業進捗状況の総括・地

区支部の対外的な窓口・四役会議招集等 

副支部長 権利擁護委員会 石川 尚樹 

生涯研修委員会 寺本 圭佑 

広報連携委員会 島田 朋奈 

担当委員会の委員長。事業実施状況の把

握と意思決定・各部会の連携調整・事業推



 

 

企画調査委員会 川向 優子 進のための調整・提案（四役会議への報告・

提案・担当委員会の予算執行状況の把握・

調整 

事務局 事務局長 鹿内 輔 

※事務局（みやざわ社会福祉士・行政

書士事務所） 

道事務局との連絡調整・役員会の議案整

理・地区支部役員と会員間の連絡調整・行

政関連団体との連絡調整等 

会計 澤尻 勝雄 地区支部の事業推進にかかる出納管理・予

算執行状況の把握・事業推進のための予算

執行調整提案 等 

 

２ 四役会議・役員会の役割 

四役会 支部長・副支部長・事務局長・会計 

※適宜、道の委員会委員を招集 

地区支部の運営に関する検討・担当委員会

の状況把握と報告相談・各部会間の連携・

基礎研修の運営・役員会の議案検討等 

役員会 四役・幹事・監事・道委員（地区支

部推薦）・部会長 

事業の進捗状況の共有・その他事業推進に

関する意思決定 

 

３ 委員会・部会体制 

委員会 部会 主たる任務および担当事業 メンバー 

生涯研修委員会 

（寺本委員長） 

基礎研修部会 基礎研修Ⅰ～Ⅱの運営、基

礎Ⅲ運営協力、生涯研修制

度の周知等 

寺本 圭佑 

田巻 憲史 

秋葉 和昭 

協力員：鳥瀬 一成、 

岡本 大輔 

森脇 啓介 

※H28は基礎研修の

理解のため四役も運営

に参加した 

 学習会・セミナー

部会 

（林部会長） 

社会福祉セミナー・定例学習

会の企画運営 

林 栄一 

金石 輝義 

山口 潤 

村瀬 征志 

協力員：富原 慎 

高橋 俊明 

権利擁護委員会 

（石川委員長） 

成年後見部会 

（河瀬部会長） 

権利擁護セミナー、成年後見

人フォローアップセミナー、成年

後見制度の周知、道ぱあとな

あ運営委員会との連携 

河瀬 貴 

清野 光彦 

清野 祥子 

杉野 全由 

協力員：内山 信美 



 

 

     荒 浩美 

渡邊 加代子 

 司法連携部会 

（長村部会長） 

司法連携に関すること、活動

ニーズ調査、司法福祉に関す

る研修会 

長村 麻子 

山口 芳伸 

協力員：山本 由美子 

坪井 一身 

広報連携委員会 

（島田委員長） 

 ニュース作成、HP管理、PMC

ラボ、道東のつどい等 

島田 朋奈 

佐々木 政人 

石井 康浩 

鹿内 輔 

協力員：金井 正樹 

企画調査委員会 

（川向委員長） 

 受験生支援企画、会員ニーズ

調査、その他会員や社会ニー

ズに基づく企画 

川向 優子 

堀田 満生 

清野 敏彦 

澤尻 勝雄 

協力員：板澤 寛 

川元 希 

有塚 亜美 

 

４ ブロック幹事 
南十勝 

広尾・大樹・更別・中札内 

北十勝 

上士幌・士幌・音更 
西十勝 

新得・鹿追・清水・芽室 
東十勝 

陸別・足寄・本別・池田・豊

頃・浦幌・幕別 

金石 輝義 河瀬 貴 佐々木 政人 寺本 圭佑 

 

５ 成年後見人合議体の運営 

地区支部窓口 権利擁護委員会 担当 石川 尚樹 

運営委員 石川 尚樹（副支部長）・河瀬 貴（成年後見部会長）・清野 祥子（道ぱあと

なあ運営委員）・田巻 憲史（道理事） 

 

６ 北海道社会福祉士会への派遣委員 

ぱあとなあ北海道運営委員会 清野 祥子 

生涯研修委員会 寺本 圭佑 

地域包括支援センター支援委員会 川向 優子 

企画総務委員会 秋葉 和昭 

生活困難者委員会 島田 朋奈 

災害対策委員会 佐々木 政人 

子ども未来部会 鹿川 靖子 



 

 

司法分野との連携特別委員会 長村 麻子 

障害者等地域生活支援委員会 森 達弥 

 

Ⅲ 運営体制の整備                                          

2016年度は次の視点から、運営体制の整備に取り組んだ 

１ 研修等で使用できる

地区支部物品の充実 

１・２の目的から、ノートパソコン、バック、プロジェクター、集音マイク、Ｗ

ＥＢカメラを購入 

２ 会議参加の負担軽減 
１で購入した備品を使用し、すでに成年後見人合議体で導入している

SKYPEによる四役会議・役員会への参加を試行。動作に不具合が生

じたこともあり、本格導入には至っていない 

３ 地域活動する際に使

用できるＰＲ物品の購入 
１に加えて、相談会等で使用できるよう地区支部のノボリを製作。福

祉フェスティバルで相談ブースを担当した際に使用した 

Ⅳ 四役会議・役員会開催報告                                  

 四役会議 役員会 主たる議案 

第１回 ５月 27日 6月 1日 新年度組織体制に関する検討 

第２回 ７月２０日 7月 25日 
各委員会の活動報告/ホームページ再構築/地区支

部ＰＲグッズ作り/受験生支援企画/基礎研修講師

養成研修/パソコン等備品購入の検討/10士業くらし

のよろず相談会参加検討 

第３回 １０月２１日  
各委員会の活動報告/ 10士業経過報告/道会計担

当者会議報告/災害時の地区支部の動き 

第４回 １１月２日 11月 16日 
支部長事務局長会議報告/地区支部全体会/次年

度事業計画及び予算、繰越金 3 か年事業計画案 

第５回 ２月１４日 2月 24日 
平成 29年度事業計画等の確認/10周年記念事業

の実行委員/日本社会福祉士会Ｅ－ラーニング視聴 

Ⅴ 委員会等の活動報告                                        

 

１ 広報連携委員会 

① 委員会の開催 平成 28年 6月 29日（水） 

 

② にゅーすの発行 第４９号：平成２８年６月９日（木） 

第５０号：平成２８年１０月１４日（金） 

第５１号：平成２９年１月３１日（火） 

③ ホームページ開設 

（担当：鹿内、島田） 

平成２８年１０月１日（土）～十勝地区支部ホームページ開

設。 

＊ホームページ作成・管理委託先：ワークフロア清柳 



 

 

④ 【新】帯広市社協フェスタ 

２０１６ ボランティア 

（担当：鹿内、金井） 

平成２８年８月２１日（日） 

石川 尚樹、鹿内 輔、佐々木 政人、石井 康浩、郷 晃、 

寺町 あずさ 計６名 

⑤ 道東のつどい 

（担当：島田） 

平成２８年９月３日～９月４日 津別町でてこいランド 

講師 

山田 英孝（オホーツク支部）小野 信一（釧根地区支部） 

坂村 暢一（十勝地区支部） 

参加人数 

３地区支部+実習生で約２０名参加 

⑥ 福祉フェスティバル２０１６ 

（相談コーナー担当） 

（担当：島田） 

平成２８年１０月１５日（土）１０：００～１７：００ 

平成２８年１０月１６日（日）１０：００～１５：００ 

とかちプラザ 

参加会員 

１５日 午前～久保 明、島田 朋奈  

午後～東村 智之、山口 芳伸 

１６日 午前～森脇 啓介、島田 朋奈 

午後～鹿内 輔、小林 信之 計７名 

相談件数 ５件 

⑦ 【新】１０士業合同 

くらしのよろず相談会 

（担当：東村） 

平成 28年 11月 23日（祝）10：00～15：00 

とかちプラザ大集会室 

参加士業 弁護士会・司法書士・行政書士・税理士・社会保険

労務士・ファイナンシャルプランナー・建築士・宅地建物取引士・土

地家屋調査士・社会福祉士 

（実行委員会参加：東村智之） 

参加会員 清野 光彦、久保 明、山口 芳伸、川向 優子、 

川元 希、有塚 亜美、東村 智之  

相談件数 55件（複数士業がペアになり対応） 

⑧ 【新】合同研修会 

（帯広市介護支援専門員連絡協議

会との合同開催） 

（担当：佐々木、金井） 

 

平成２９年１月２８日（土）１３：３０～１６：３０ 

帯広市グリーンプラザ 

講師 佐藤 雅彦氏（グループホームうらら） 

石井 康浩氏（清水赤十字病院） 

河瀬 貴氏（上士幌町社会福祉協議会） 

参加人数 両会合わせて約４０名 

⑨ PMC ラボ 

（担当：石井） 

 

 

平成２９年２月１８日１３：３０～１６：３０ 

釧路市 協立すこやかクリニック 

講師 北星大学社会福祉学部福祉計画学科 岡田 直人教授 

参加人数 ３地区支部合わせて約２０名 

２．企画調査委員会  

①委員会の開催 
平成２８年１１月２５日（金） １９：００～２０：００

（グルービー）～受験生支援について 

平成２８年１２月１８日（日） １３：００～１５：００

（第一病院）～会員のニーズ調査について 



 

 

※日常は LINE グループで連絡相談調整を実施 

②【新】受験生支援  

 

※講座・学習会・模擬試験の企画、

学習会会場費を地区支部予算より補

助 

※受験生と LINE グループを作り組織

化し情報交換、連絡 

 

【スタートダッシュ講座】 道新デリバリー等でＰＲ 

平成２８年８月２０日（土） １３：３０～15：３０ 

芽室町中央公民館図書資料室（受験生１９名） 

体験記発表者 

清野 敏彦・板澤 寛・山川 幸美 

参考書等の紹介 中央法規札幌営業所 遠藤 氏 

運営 企画調査委員、東村 智之、 

秋葉 和昭（道企画総務委員） 

    【交流会】 

平成２８年９月 ９日（金） １９：００～２１：００ 

山の猿（受験生 ８名） 

企画調査委員（川元 希、有塚 亜美、川向 優子）東村 

智之 

 

【受験生学習会①】 

平成２８年１０月１４日（金） １９：００～２１：００

芽室町中央公民館図書資料室（受験生３名） 

参加会員 

企画調査委員（澤尻勝雄、堀田満生、有塚亜美、川向優

子）、東村 智之、 

 

【受験生学習会②】 

平成２８年１１月 ８日（火） １９：００～２１：００ 

グリーンプラザ（受験生 ３名） 

参加会員 川向 優子 

 

【受験生学習会③】 

平成２８年１１月２２日（火） １９：００～２１：００ 

芽室町中央公民館図書資料室（受験生 ６名） 

参加会員 川向 優子 

 

【受験生学習会④】 

平成２８年１１月２７日（日）１０：００～１２：００ 

大樹町生涯学習センター２階 視聴覚室（受験生８名） 

参加会員 川向 優子 

 

【模擬試験】中央法規団体受験 

平成２８年１２月１８日（日） １３：００～１５：００ 

第一病院（受験生 ４名） 

運営 企画調査委員会 東村 智之 

 

【受験生応援はがき送付】 平成２９年１月後半 



 

 

③【新】会員ニーズ調査準備 アンケート案の検討（Ｈ29継続事業） 

 

３．権利擁護委員会 

①司法連携部会 
平成 28年 5月 19日  

釧路弁護士会「罪に問われた障害者等についての福祉との連携」

説明会          

平成 28年 7月 ８日   

司法連携部会開催 参加者 5名 

平成 29年 3月 12日  

釧根地区支部研修会「生きづらさを抱えた人々への支援」 

参加会員：石川 尚樹、長村 麻子、山本 由美子 

平成 29年 3月 25日  

司法分野における社会福祉士の関与のあり方を考える学習会  

参加会員：長村 麻子 

②成年後見部会 
平成 28年 5月 2日 

成年後見部会開催 参加者 11名 

平成 28年 11月 30日 

釧根地区支部研修会釧路家裁説明会  

参加会員：河瀨 貴 

 

成年後見人フォローアップ研修 

平成２８年  6月 6日 フォロアーアップ研修 参加者  １０人 

平成２８年  8月 6日 専門職合同研修  参加者  ２０人 

平成２８年 11月 21日 フォローアップ研修  参加者  １２人 

平成２９年  1月  9日 フォローアップ研修  参加者  １８人 

平成２９年  3月 24日 フォローアップ研修  参加者  １２人 

みまも～る事例検討会 

平成２８年  4月 26日 荒 浩美、内山 信美 

平成２８年  9月 19日 杉野 全由、石川 尚樹 

平成２８年 12月 21日 荒 浩美、石川 尚樹 

平成２９年  3月 22日 荒 浩美、内山 信美 

 

成年後見調整合議体 9回開催 9人調整 

清野 祥子、河瀨 貴、田巻 憲史、内山 信美、石川 尚樹 

権利擁護セミナー  

平成２８年 9月 24日（土） 

「成年後見制度利用法と民法の一部改正など」 

講師：鹿嶋 隆志 氏 

(公社)日本社会福祉士会理事 

ぱあとなあ委員長  

 

鼎談「障害者の権利条約・差別解消法からみえてくる意思決定



 

 

支援と合理的配慮を考える」 

登壇者：鹿嶋 隆志氏 

        (公社)日本社会福祉士会理事 

       竹田 匡 氏 

(公社)北海道社会福祉士会理事(釧根支部長) 

        清野 祥子氏 

(公社)北海道社会福祉士会ぱあとなあ北海道運営委員 

NPO法人ちいさな手理事長 

参加人数 37名 

 

司法書士合同成年後見相談会  

平成２８年 9月 19日（月） 

清野 光彦、杉野 全由、島田 朋奈、石川 尚樹 

４．生涯研修委員会 

①基礎研修部会 
【基礎研修Ⅰ前期】２回目 受講７名 

１０月１６日(土) 芽室公民館 

講義１「日本社会福祉士会のあゆみ」 

講義２「十勝の組織」 

講義３「生涯研修制度」 

演習 「社会福祉士の専門性を考える」 

運営：清野 光彦 東村 智之 田巻 憲史 石井 康浩 

※前期１回目集合研修は釧路に参加 

 

【基礎研修Ⅰ後期】 受講１回目３名２回目７名 

１回目８月２７日 ２回目２月１１日 芽室公民館 

講義１「倫理綱領・行動規範の理解」 

講義２「社会福祉士の共通基盤の理解」 

演習 「社会福祉士の倫理綱領の現場適用」 

運営：宮澤 英雄 鹿内 輔 寺本 圭佑  

       

【基礎研修Ⅱ】受講３名(終了２名) 

６月１８日(土) 相談援助の視座と展開過程 

           東村 智之 鹿内 輔 鳥瀬 一成 島田 朋奈 

６月１９日(土) 実践のためのアプローチ 

自立生活支援とコミュニティソーシャルワーク 

川向 優子 岡本 大輔 

７月２３日(土) 実践事例演習 

           岡本 大輔 倉橋 健 川向 優子 石川 尚樹 



 

 

８月２８日(土)  社会資源の理解と社会資源開発 

連携システムのあり方とネットワークの構築 

            倉橋 健 

９月４日(日)  地域における福祉政策と福祉計画 

社会福祉調査の方法と実際 

           岡本 大輔 寺本 圭佑  

９月２４日(土) スーパービジョンとは 

スーパービジョンモデルセッションを見る 

講師 村山 文彦 氏 三谷 真理 氏  

運営 寺本 圭佑 

１０月２２日(土) 社会福祉における法Ⅰ 

ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅰ 

岡本 大輔 石川 尚樹 島田 朋奈 

１０月２３日(日) 社会福祉における法Ⅱ 

       ソーシャルワークと権利擁護の視点Ⅱ 

            寺本 圭佑 川向 優子 

１１月２６日(土) 実践研究の意義と方法 

             岡本 大輔 

１１月２７日(日)実践評価の方法 

            倉橋 健 

１月２９日(土) 実践研究発表の方法 

           講師 竹田 匡 氏 

運営 堀田 満生 寺本 圭佑 

※基礎研修Ⅲは道生涯研修委員会で直轄運営（受講生7名） 

②学習会セミナー部会 
７月２７日 

１０月３日 部会開催 

社会福祉セミナー 

平成２９年２月６日（土） 

「夢再発見！ ～介護×看護×地域=∞」 

参加１１３名(会員２６名) 

会場 帯広畜産大学 

講師 帯広畜産大学準教授  

村田 浩一郎氏 

    株式会社シルバーウッド代表取締役 

    下川原 忠道氏 

    訪問看護ステーション向日葵 所長 

    馬場 梨花氏 

    開西病院地域連携部医療相談課 

    鹿内 輔 氏 



 

 

 

第一回学習会 

5月 9日（土） 

１情報提供 

基礎研修体系について 

２実践報告 

平成 27年度 基礎研修２受講生による社会調査報告 

①「若者と地域のつながり ～若者と地域活動への参加について」 

  帯広厚生病院 医療ソーシャルワーカー  

有塚 亜美 氏 

②「小規模自治体における社会福祉法人の役割について 

～地域の医療福祉専門職が考える社会資源の不足感調査 

からの考察～」 

  中札内村保健福祉センター  

板澤 寛 氏 

③「医療従事者と一般国民の死生観に関する意識の違いに 

ついて」 

  帯広第一病院 医療ソーシャルワーカー  

川元 希 氏 

④「超少子高齢化における地域の自治会・町内会のあり方 

（存在意義）」 

  十勝脳神経外科病院  

羽田野 弘記 氏 

参加者 49名 

 

第二回学習会 

12月 10日（土） 

社会福祉士って何をしているの？ 

～各領域で活動する社会福祉士からの実践報告～ 

①上士幌町社会福祉協議会 

  河瀬 貴 氏 

②おびひろ地域若者サポートステーション 

  久保 晃利 氏 

③開西病院 地域連携部医療相談課 

  鹿内 輔 氏 

④足寄町役場福祉課・足寄町国民健康保険病院 

  寺本 圭佑 氏 

 参加者 27名 

 

５．ブロック幹事 



 

 

台風 10号で十勝地区（特に西十勝）が被災し間もなく、北海道社会福祉士会に災害対策本部が

設置された。その際各地区の被災状況やニーズ等に関して調査報告する役割を担って頂いた。それによ

り、スムーズな情報集約と道への報告を行うことができた。 

Ⅴ 実施を見送った事業 

①十勝社会福祉士人材マップ   

②「私は社会福祉士です」プレ 

ゼン企画と報告集作成 

十勝らしさ委員会で担ってきた左記事業は、活動重点・組織体制 

の変更、近年の事業実施出来ていない状況を鑑み、今年度の実 

施は見送った 

 

Ⅵ 専門性を生かした地域・社会貢献 

管内関係機関への 

委員等派遣 

帯広市社会福祉協議会評議員 

（荒 浩美） 

帯広市介護認定審査会 

（久保 明、太田 文弘） 

障害支援区分認定審査委員会（帯広市） 

（村瀬 征志、久保 明、岡本 大輔、鹿内 輔） 

障害支援区分認定審査委員会（南十勝） 

（宮澤 英雄） 

帯広市健康生活支援審議会 

（山本 由美子） 

道東知的障がい福祉協会オンブズマン 

（寺本 圭佑） 

芽室町権利擁護事業専門部会 

（荒 浩美） 

帯広市認知症初期集中支援チーム検討委員会 

（荒 浩美） 

帯広市在宅医療・介護ネットワーク会議 

（鹿内 輔） 

陸別町成年後見実施機関運営協議会・りくべつ生活安心センター

受任等調整会議 

（宮澤 英雄、河瀬 貴） 

 

 

 


