
令和３年度 

公益社団法人 北海道社会福祉士会 十勝地区支部 

   基本方針及び事業計画（案） 
 

 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」 

 

Ⅰ 基本方針 「地区支部のつながりを強め社会の要請に基づく活動を進める」 

 

１．はじめに  

～パンデミックと社会福祉士への期待～ 

2020年初頭よりの新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）は、日本

各地で拡がり続けています。北海道においても、日々状況が変化する中において、爆発的

感染拡大に至る懸念も高くなっています。 

パンデミックは、私たちの生活の在り方自体を大きく変える事となりました。私たちの

福祉の分野でも、これまでの対面でのつながりは工夫を求められ、ICTを活用した形の模

索が続いています。これまでの当たり前だった社会活動の形が変わる事を迫られるなか、

いわゆる社会的弱者と言われる人に、そのひずみが出てきています。感染拡大とその長期

化に伴い、職者や年齢、国籍を問わず、幅広い層が生活危機に直面しています。倒産や廃

業、解雇や雇止などの生活問題、そこから派生する自死の増加など、見過ごす事の出来な

い事態に至っています。人びとの生活不安の拡大によって、私たちソーシャルワーク専門

職である社会福祉士が対応すべき生活課題も顕在化してきています。 

 日本社会福祉士会の声明には「このような人びとの生活課題と権利侵害に対して、私た

ち社会福祉士は、ソーシャルワークの倫理と価値を改めて強く確認し、その実践を展開し

ていく必要があります。現在のような状況下であればこそ、社会正義と人権擁護の原理に

依拠した実践が社会福祉士に求められています。そのような姿勢によって、人びとの支援

に従事し、所属する組織をはじめ、地域住民、自治体等に必要な働きかけを行う必要があ

ります。」とされ、我々の果たすべき役割が述べられています。 

 

２．十勝地区支部をめぐる動向 

 それらの状況を受け、北海道社会福祉士会では ICT を活用した基礎研修Ⅰ～Ⅲの開催の

実現に動き、十勝地区支部も協力してきました。受験生支援、ホームページのリニューア

ルと継続更新など、これまでの地区支部の課題解決と地域・社会の要請に応じて、コロナ

禍の困難な中展開してきました。 

 10月末現在の会員数は185名となり、会員が増加することは望ましいことであるものの、

「顔の見えない関係」が支部運営の課題となっています。 



令和３年度は、昨年度コロナの影響もあり十分に取り組みが進まなかったことことも踏

まえ、つながりを更に強め、社会福祉士としての倫理を大切にしながら知識・技術や実践

事例等を学び合い、それぞれの力を合わせながら実践能力を向上させる取り組みを進めま

す。同時に社会から求められる役割をこれまでの活動を踏まえて事業展開しながら、取り

組んでいく1年にしていく必要性があると考えます。 
 

 

１．会員・参加会員の

拡大と未来の会員支援

の拡充（拡充） 

受験生・実習生段階からの支援を通じて会を身近に感じていた

だき、結果入会する会員を拡大するとともに、会の活動（役員・

協力員・研修会等）に参加する既存の会員を増やすことで、地

区支部の組織基盤を強化していきます 

 

 

２．顔の見える関係作

りの促進と参加しやす

い活動形態の追求（修

正） 

180 名を超える会員数になったことから、顔の見えにくい関係

になってきたため、Zoom の活用や広報ツール等を用いて多く

の会員の顔が見える活動を進めます。また、つながりを強める

活動として各ブロック単位で学習及び交流促進を図るほか、リ

モートを活用した SWCafe を企画したい。 

 

 

３．地域・社会の要請に

即した活動（修正） 

継続している各自治体の各種審議会・委員会等への会員派遣や専門

職能団体との連携を更に進めて、今取り組むべき社会的・地域的課題

解決に向け、ソーシャルアクションを視野に取り組みを進めます。 

 

 

４．会員の資質向上に

資する研修の開催と研修

実施体制の構築 

会員の資質向上のため、権利擁護セミナー、社会福祉セミナー、定例

学習会等を開催します。また日本社会福祉士会が試行しているオンデ

マンドによる学習体制を推奨していきます。同時に社会福祉士としての

倫理、価値を考える研修を継続的に行います。更には実施可能な研修

運営体制の見直しを行います 

 

 

Ⅱ 組織・運営体制                                          

 

１ 役員体制 

 昨年度同様の体制および役割を継続します 

 メンバー 役割 

支部長  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 

事務局 事務局長 

※事務局 

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  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 

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 

担当委員会の状況把握と報告相談・各部会

間の連携・役員会の議案検討 等 

役員会 四役・部会長・幹事・監事・道委員

（地区支部推薦） 

道理事会、各委員会の活動内容の共有、道

会への意見要望の集約、地区支部の事業の

進捗状況の共有・その他事業推進に関する

意思決定 等 

 

２ 委員会・部会体制 

昨年度までの委員会体制を改編し、以下の委員会および部会を設置。記載の事業を推進します。 

※新＝新設委員会 再＝再編 継＝継続 

委員会 部会 設置目的 

基礎研修委員会 

（  委員長） 

 

 

(    委員長） 基礎研修Ⅰ～Ⅲの運営 

※オンライン開催への協力 

（    部会長） 定例学習会（2回）の企画運営 

社会福祉セミナーの企画運営 

 権利擁護委員会 

（  委員長） 

成年後見部会 

（  部会長） 

成年後見受任者のフォローアップや会員の権利擁

護意識の向上、関係職種との連携の推進等 

司法連携部会 

（  部会長） 

司法との連携を推進し、福祉的支援が必要は方

への入口・出口支援のできる環境を整える 

 広報連携委員会 

（  委員長） 

 地区支部活動の PR・周知の促進と会員間の顔

の見える関係作りの促進。他職能団体との連携 

ブロック活動 

 人材育成委員会 

（  委員長） 

 未来の会員に対する支援、及びそこに関わる社会

福祉士に対する支援（受験生・実習生）  

 

３ ブロック活動 

会員のつながりを強め、地域における社会福祉士や福祉に関する動向を把握し、情報を集約・発信

する窓口 

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 

              

 

４ 意見交換会・全体会 

地区支部の事業計画・報告を会員に報告、意見交換をする機会として、以下の会を開催します 



意見交換会 12月 地区支部全体会 5月 

 

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   支部長 

運営委員  

 

６ 北海道社会福祉士会 役員・委員等 

北海道社会福祉士会理事  

ぱあとなあ北海道運営委員会  

生涯研修委員会  

地域包括支援センター支援委員会  

企画総務委員会  

生活困難者委員会  

災害対策委員会  

子ども未来部会  

司法分野との連携特別委員会  

実習指導者研修委員会  

＊基礎研修講師養成研修修了者 ソーシャルワーク理論 鹿内会員 

地域開発・政策   清野光会員・岡本会員 

権利擁護・法学   石川会員・清野祥会員 

サービス管理・経営 杉野会員 

実践評価・研究   堀田会員 

＊スーパーバイザー登録者 清野光会員・清野祥会員・高畑会員・杉野会員・田巻

会員 

 

 

Ⅲ 2０２１年度 事業実施計画（案）                            

１．四役担当任務・担当事業 

① 担当委員会の状況把握と意思決定に関する調整 

② 各委員会・部会間の連携調整に関すること 

③ 担当委員会の予算執行状況の把握・調整 

④ 他地区支部、他ＳＷ団体との連携（道東のつどい・ＰＭＣラボの企画運営） 

２．委員会実施計画  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 【企画運営】基礎研修Ⅰ（10 月・2 月集合研修、

12月に中間課題応援企画実施） 

② 【運営協力】基礎研修Ⅱ 年間 60時間 



生涯研修委員会 

 

 

 

 

基礎研修部会 ③ 【運営協力】基礎研修Ⅲ 年間 60時間 

※令和２年度よりオンライン開催への運営協力 

 
 

セミナー・学習会

部会 

 
①定例学習会の企画運営 

②社会福祉セミナーの企画運営 

※状況に応じてオンラインでの開催も検討 
 

 

 

権利擁護委員会 

 

 

 

 

成年後見部会 

 

 

① 権利擁護セミナーの企画運営 

② 成年後見人フォローアップ研修（年５回） 

③ アンケート調査の結果に基づいた活動運営 

④ ぱあとなあ北海道との連絡調整 

⑤ 成年後見にかかわる専門職との連携 等 

 
 

 

司法連携部会 

 

 

① 会員向け学習会の開催 

② 入口支援の啓発、広報 

③ 弁護士との事例検討・意見交換 

※両部会でマイノリティ支援に関すること 

 

 

 

 

広報連携委員会 

 

 

 

 

 

 

① ニュース作成（年３回） 

② ホームページ管理 

③ 福祉フェス、10士業相談会 

④ ボランティア活動 

⑤ 当事者・専門職団体等との連携に関すること 

⑥ ブロック活動、青年部活動に関する事 

 

 

 

人材育成委員会 

  

① 受験生支援に関すること 

② 実習生及び実習指導者支援に関すること 

③ ソーシャルワーカー出前講座（学校） 

 

 

 十勝地区支部 ブロック活動計画（広報連携委員会と連携） 

① 通信への「ブロック情報」記事執筆 各ブロックでの医療福祉関連の面白い取り組みを執筆 

② 通信への「会員紹介」記事の調整 

 

各ブロックで是非紹介したい実践をしている会員、面白い

特技を持っている会員…等紹介する 

③ 学習交流会の開催 新規に開催するだけでなく、既存の学習会やリモートを活

用するなど、可能なことから取り組みを進める。 



４ 専門性を生かした地域貢献事業 実施計画 

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・帯広市介護認定

審査会・障害支援区分認定審査委員会（帯広

市・南十勝）・帯広市健康生活支援審議会・道東

知的障がい福祉協会オンブズマン・芽室町成年後見

支援センター専門部会・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

会議等 

１０士業合同生活よろず相談会 

※広報連携委員会 

 

弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・

FP 協会・税理士・・・等専門士業と一緒に、1 日無

料相談会を実施 

福祉フェスティバル相談会 

※広報連携委員会 

社会福祉士会で 2 日間相談ブースを設置し、住民

の相談にあたる 

 


