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２００２年度北海道地域福祉学会活動テーマ 
 

００２年度事業計画決まる  

る２００２年５月３０日(木)、１８時３０

り道立社会福祉総合センター（かでる２．

３階、演習室において第１回理事会が開催

、２００２年度事業計画について話し合わ

した。 

こで、今年度の学会活動テーマを『市町村

祉を問う』に設定し、市町村合併や地方分

が進む中、市町村単位で福祉の実状を把握

地域生活を支援していくにはどうあるべき

え、この１年、精力的な活動をしていきた

思います。 

事業の詳細につきましては今後の学会ニュ

や開催要綱の送付を通して会員の皆様へご

させて頂きますので、よろしくお願いいた

す。 

間事業計画  

月 13日(木)  学会ニュース NO.15 発行 

月 11日(木)  第 1回定例研究会(P1右参照) 

月 3日(土)  研究大会・総会(P2参照) 

月 20日(火)  学会ニュース NO.16 発行 

月 8日(金)   第 2回定例研究会開催 

月 29日(金)  研究誌原稿締切(P4左参照) 

月 20日(金)  学会ニュース NO.17 発行 

月 31日(金)  第 3回定例研究会開催 

月 3日(月)     研究誌発行(P4左参照) 

 

 第１回定例研究会開催要項  

 【 市 町 村 の 福 祉 を 問 う 】                

  ２００２年度第１回定例研究会を下記の日

程で開催いたします。 

ぜひご参加下さい!! 

 

主 催 北海道地域福祉学会 

と き ２００２年７月１１日(木) 

    １８時３０分～２０時３０分 

ところ 道立社会福祉総合センター 

    ３階 演習室 

    札幌市中央区北２条西７丁目 

内 容 講演とディスカッション 

    テーマ「市町村の精神保健福祉」 

    講 師 道立精神保健福祉センター 

        清 水  耕 策  氏 

定 員 ３０名 

参加費 会員・学生  ５００円 

    非会員  １,０００円 

    (当日、受付にて申し受けます) 

参加申込 参加希望の方は同封の『定例研究

会参加申込書』に必要事項をご記

入の上、ＦＡＸ・メール・葉書等

により「第１回定例研究会参加」

と記入し、氏名・住所・電話番号・

所属を７月９日(火)までにお知ら

せください。 

 

申し込み先 本学会事務局(Ｐ４右下参照) 
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 研究大会・研究発表者募集!!  

２００２年度北海道地域福祉学会研究大会を

８月３日(土)北星学園大学で行います。 

テーマや詳細につきましては、別途ご案内し

ますが、ここでは研究発表者を募集します。 

研究発表を希望される方は以下の事項にご留

意頂き、７月２６日(金)までに別紙様式より事

務局宛お申し込み下さい。 

研究発表は１４時３０分頃から行う予定で、

発表される方の順序等は事務局にて決めさせて

いただきますのでご了承ください。 

 

<募集用件> 

１）研究発表は会員のみにさせて頂きます。 

（共同研究者は非会員可） 

２）発表時間は質疑を含めて１人３０分以内 

３）発表申し込み者数によって発表いただけ

ない場合があります。 

 

 

日本地域福祉学会 

第１６回大会 開催！! 
 

 日本地域福祉学会の第１６回大会が下記のと

おり行われました。今年度のテーマは『住民の

視点に立った地域福祉の経営戦略』で視察プロ

グラムを「地域福祉実践現場視察」として大会

日程の中に取り組まれ、さらに充実した内容と

なっています。 

テーマ  「住民の視点に立った地域福祉の 

経営戦略」 

と き  ６月１４・１５・１６日(金・土・日) 

ところ  武蔵野女子大学 

     東京都西東京市新町１-１-２０ 

内 容(敬称略) 

◆６月１４日  

○地域福祉実践現場視察 

       (２グループに分かれて視察) 

  ・武蔵野コース テンミリオンハウス 

          北町高齢者福祉センター 

          武蔵野市福祉公社 

          ムーバス 

・三鷹市コース タウンプラザ(子育て支援

総合施設) 

       山本有三記念館 

       老人保健施設 

はないかいどう 

◆６月１５日 

○シンポジウム 

テーマ 「新しい公共を考える」 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 平岡 公一(お茶の水女子大学) 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 磯部 力(東京都立大学) 

   鈴木 勉(県立広島女子大学) 

    安田 養次郎(三鷹市長) 

     和田 敏明(全国社会福祉協議会) 

○研究発表 

第１分科会 社会福祉協議会経営 

第２分科会 ボランティア活動福祉ＮＰＯ 

第３分科会 在宅福祉サービス 

第４分科会 福祉教育 

第５分科会 地方自治体行政とｿｰｼｬﾙｱﾄﾞﾐﾆｽ

ﾄﾚｰｼｮﾝ 

第６分科会 地域ｹｱｼｽﾃﾑとｿｰｼｬﾙﾜｰｸ 

第７分科会 地域福祉計画 

第８分科会 介護保険制度 

第９分科会 社会福祉施設 法人経営と地

域福祉 

第 10分科会 地域福祉理論地域福祉発達史 

第 11分科会 社会的排除と福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ 

第 12分科会 国際比較研究 

○総会 

  

◆６月１６日 

 ○研究発表 

 ○ブロック会議 

 ○シンポジウム 

 テーマ 「住民の視点に立った地域福祉の経

営戦略」 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 高橋 絋士(立教大学) 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ 乾 光哉(三重県上野市社会福祉

協議会) 

     長澤 博暁(武蔵野市高齢福祉課) 

     渡邊 祥子(住民参加型在宅福祉

サービス団体連絡協

議会仙台市ゆうあん

どあい) 
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第３５回北星学園大学 

社会福祉夏季セミナーのお知らせ 

 報  告  北星学園大学助教授 鎮目 真人 

 指定討論 北星学園大学教授 松井 二郎 

第２分科会 「貧困化と生活保障」 
テーマ『社会福祉の新潮流を読む 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 北星学園大学専任講師 根岸 毅宏 
    －社会における「排除と包摂」及び 

 報  告 札幌学院大学教授 津田 光輝 
     セイフティネット－』 

 指定討論 北星学園大学助教授 
 北星学園大学では、下記のとおり、セミナーが

開催されます。参加希望の方は以下の内容をご参

照ください。(敬称略) 

                    K.U.ネンシュティール 

第３分科会 「地域福祉計画と実践」 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 北星学園大学助教授  池田 雅子 
○８月２９日（木） 

 報  告 北星学園大学教授 大内 高雄 
基調講演Ⅰ 『長期停滞経済・グローバリゼー 

 指定討論 北星学園大学教授 杉岡 直人 
       ション・セイフティネット 

第４分科会 「施設福祉実践」 
       －わが国・社会の問題現状の批 

判的分析－』 
 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 北星学園大学教授 砂子田 篤 

 報  告 北海道医療大学教授 横井 寿之 
 東京大学大学院経済学研究科・経済学部 

 指定討論 北星学園大学教授 米本 秀仁 
 教授  神 野 直 彦 

第５分科会 「専門職実践の方向」 
基調講演Ⅱ 『社会における排除と包摂－「社

会的援護を要とする人々に対す

る社会福祉のあり方に関する検

討会」報告書を巡って－』 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 北星学園大学専任講師  西田 充潔 

 報  告  北星学園大学専任講師 久能 由弥 

 指定討論 北広島市高齢者総合ケアセンター 

      聖芳園園長 石川 秀也 
  日本福祉大学社会福祉学部 

 
  教授  平 野 隆 之  

○ところ  北星学園大学内教室 
シンポジウム 『社会福祉マクロ・ミクロにお

けるセイフティネット』 
○定 員  １３０名（定員に達し次第締め切ります） 

○受講資格 社会福祉に関心を持ち、期間中受講

できる方 
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 北星学園大学教授 米本 秀仁 

北星学園大学助教授 鎮目 真人 
○受講料  ５,０００円 

発言テーマ・発言者 
○食 事  昼食をご用意しております（受講料

に昼食代がふくまれています） 
 『セイフティネット論からみた支援費支給制

度』 
○受講料振込先・申込書送付先 

 北海道立太陽の園    佐々木 明員 
 〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西2丁目 3‐1 

 『ホームレスの実態とセイフティネット』 
 北星学園大学社会福祉夏季セミナー係 

 北海道大学教育学部助手 佐々木 宏  
 口座番号 ０２７１０－７－８２２２ 

 『地域福祉計画はセイフティネットたり得る

か』 
 加入者名 北星学園大学 

○申込み・問い合わせ先 
 北星学園大学助教授   島津 淳 

 北星学園大学学務課社会福祉夏季セミナー係

（０１１）８９１－２７３１(内線５２８) 
  『セイフティネットとしてのソーシャルワ

ーカー』 
 

 北海道函館児童相談所長 宮地 迪彦  

  北星学園大学公開講座のお知らせ 
○８月３０日（金） 

 と き 7月 16日(火)16：20～17：50 
  分科会 共通論議『各動向は排除を減じ包摂

を増し、セイフティネット

にたりうるか』 

 ところ 北星学園大学内教室 

 テーマ 「社会福祉基礎構造改革と介護保険制

度の展望・課題」 
第１分科会 「社会福祉政策の動向」 

 講 師 お茶の水女子大学教授 平岡 公一氏 
 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 北星学園大学助教授 島津 淳 

 参加費 無料 

３
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◆ 事 務 局 よ り ◆            住所変更について  

 
 北海道地域福祉研究投稿募集  

所属先や自宅の住所・電話番号の変更や今回

送付させて頂きました学会ニュースなどの送付

先に変更がありましたら、ご面倒でも事務局ま

でご連絡ください。 

 

 ２００２年度北海道地域福祉学会研究誌、

『北海道地域福祉研究第６巻』の投稿を募集し

ます。原稿締め切りは１１月２９日(金)で、２

００３年３月３日(月)発行予定です。投稿規程

などは学会ニュースでご案内させていただきま

すが、投稿を希望される方は事務局宛ご連絡く

ださい。 

 

 会員請求について  

 

２００２年度の学会費の請求につきましては

追ってご案内させていただきます。過年度分の

会費（年間５，０００円）をお納めになってい

ない方につきましては、２００２年度の学会費

とご一緒に下記の振込先にお早めにお納め下さ

い。 

 

『ＨＡＣＣプログラムに関する  

調査報告』について 
 

以前、ご案内いたしましたが、忍博次前会長

が監訳されたオーストラリアの地域ケアシステ

ム『ＨＡＣＣプログラムに関する調査報告』<

北海道地域福祉学会発行>を北海道地域福祉学

会員の希望者に無料配布いたしております。ま

た会員外の方には１，０００円でお届けしてお

ります。ご希望の方は事務局宛、葉書・ＦＡＸ・

メールなどでご連絡ください。 

 

【振込先】 

・ 郵便振替口座 

   ０２７００－０－１４９６３ 

   （加入者） 北海道地域福祉学会 

 

・北海道銀行 道庁支店 

       （普通）０５８２６３３ また、以前希望された方で、今回送付されて

いなかった方は、お手数ですが、再度ご連絡い

ただきますようお願いいたします。 

   （口座名義） 北海道地域福祉学会 

 

  
 

 新会員加入のお願いについて   

  
 北海道地域福祉学会では常時、新会員を募集

しております。  

 そこで、会員皆様のお知り合いで、入会希望

の方や地域福祉に興味のある方がおりましたら

ぜひお誘いをお願いいたします。「北海道地域

福祉学会入会のご案内」を同封しましたので、

お渡しくださり、事務局までご返送いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～北海道地域福祉学会事務局～ 

 

 社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 

 総務部 企画調整担当（担当：名畑） 

 

 〒060‐0002 

 北海道札幌市中央区北２条西７丁目 

 道立社会福祉総合センター内 

 tel (０１１)２４１‐３９７６ 

 fax (０１１)２７１－１９７７ 

 E-mail tob01a01@wamnet.wam.go.jp 


