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 ２００４年度第１回理事会開催  

４月２６日(月)、道立社会福祉総合センター

（かでる２．７）において、第１回理事会が開

催されました。２００４年度の学会活動テーマ、

定例研究会案、及び、２００５年度に札幌で開

催される日本地域福祉学会大会の企画案等、今

年度計画について、話し合われ、今年度の学会

活動テーマを『市町村合併と地域福祉』に設定

しました。 

学会活動１１年目を迎え、更に充実した活動

にしていきたいと思います。各事業の詳細につ

きましては今後の学会ニュースや開催要綱の送

付を通して会員の皆様へご案内させて頂きます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 年間事業計画  

 6 月       学会ニュースNO.21発行 

 7月 17日(土)  研究大会・総会(P2 参照) 

 9 月       学会ニュースNO.22発行 

 8月       第 2回定例研究会開催 

 

10 月       北海道社会福祉協議会主催 

  全道地域福祉推進ｾﾐﾅｰ(仮称) 

1 月       学会ニュースNO.23 発行 

12月        第 3 回定例研究会開催 

 2月        第 4 回定例研究会開催 

 3月       研究誌発行  

研究大会・総会開催  

２００４年度北海道地域福祉学会第１１回研

究大会を７月１７日(土)北星学園大学で行いま

す。 

 詳細については、２ページ目をご覧ください。 

第１回定例研究会開催!！  

２００４年５月２４日月曜日、午後６時３０分

よりかでる２.７において、テーマは「合併問題

と地域福祉」で、南空知三町合併協議会事務局長

の吉田義人氏を講師にお迎えして第一回定例研

究会が開催されました。会員の皆様をはじめ１６

名の参加がありました。研究会では、講師の吉田

氏より合併の見えない問題やこれからの課題等

を裏話も含めてお話を聞くことができました。ま

た、参加者からの質問も多数あり、実りの多い研

究会となりました。 

        

 

北海道地域福祉学会ニュース NO.21 

 ２００４年６月７日発行／編集  北海道地域福祉学会事務局 

２００４年度北海道地域福祉学会活動テーマ 

市町村合併と地域福祉 
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北海道地域福祉学会第 11 回研究大会のお知らせ 
 

 

１．趣 旨 

社会福祉法第１条では、地域福祉を「地域における社会福祉」と位置づけています。ここでの社会

福祉とは、中央社会福祉審議会の報告書によれば、それは「個人が人としての尊厳をもって、家庭や

地域の中で障害の有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立支援する

ことにある」と記載されています。 

地域福祉を推進するために、近年、柔軟なサービスを提供できる小規模の地域福祉サービスが期待

されています。 

今回の研究大会では、基調講演から、これからの地域福祉における住民参加について学び、さまざ

まな立場から３名のシンポジストを迎え、今後の地域福祉における住民参加のあり方を問い直し、誰

もが住みなれた地域で、気軽に参加できる住民参画型福祉サービスの展開を模索します。 

 

２．主 催   北海道地域福祉学会 

 

３．と  き      平成１６年７月１７日(土) １２時５０分～１８時１５分（受付 12 時～） 

              

４．ところ      北星学園大学 Ａ館 

札幌市厚別区大谷地西２丁目３-１ 

(交通手段) 地下鉄東西線大谷地駅下車、徒歩 5 分 

 

５．内  容 

１）開会あいさつ（１２:５０～１３:００） 

    北海道地域福祉学会 会長 杉岡 直人(北星学園大学教授) 

 

  ２）基調講演（１３:００～１４:００） 

    「地域福祉における住民参加と地域トータルケアシステムの構築」 

     講 師  日本地域福祉学会会長 大橋 謙策 氏（日本社会事業大学教授） 

 

３）シンポジウム（１４:００～１６:３０） 

テーマ「福祉のまちづくりと住民参加―公私協働の課題―」 

   司  会  北海道地域福祉学会 理事 大内 高雄（北星学園大学教授） 

 

  ｼﾝﾎﾟｼﾞｽﾄ ・住民参加と福祉のまちづくり条例 

美唄市保健福祉部福祉部長 安田昌彰 氏 

・福祉のまちづくりと介護保険事業 

            栗山町総務部情報推進課協働のまち推進係長 小野 司 氏 

・保健福祉のネットワークづくり 

  一人と人をつなぐことで壁のない町は生まれる一 

      千歳市保健福祉部健康推進課保健師  喜多歳子 氏 



３ 

                    

     

４）自由報告（１６:３０～１７:３０） 

     

５）閉会挨拶（１７:３０～１７:３５） 

  北海道地域福祉学会 副会長 白戸 一秀（北海道社会福祉協議会事務局次長） 

 

６）北海道地域福祉学会総会（１７:３５～１８:００） 

 

７）懇親会（１８:３０～２０:３０） 

      会場  つぼ八 大谷地店 （０１１）８０１－１８８８ 

      会費  2,500 円程度 

 

６．大会日程  

12:00  12:50  13:00    14:00     16:30   17:30  17:35  18:00 18:30 20:30 

 

 

 

 

受付 

 

開会 

 

 基調講演 

 

シンポジウム 

 

自由報告 

 

 閉会 

 

総会 

 

移動 

 

懇親会 

 

７．参加対象  ・北海道地域福祉学会会員 

・地域福祉に関心のある一般市民、学生 

 

８．参加費   当日受付にて申し受けます 

会 員        ５００円 

非会員   １，０００円 

         学 生    ５００円 

 

９．参加申込み 

   大会のご案内及び参加申込書につきましては、改めてご案内いたします。 

 

10．問い合せ先     

 〒060-0002  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 

                   北海道社会福祉協議会  総務部  企画情報課 

                         北海道地域福祉学会事務局（担当：平島・上田） 

                         TEL  （０１１）２４１－３９７６ 

                         FAX    （０１１）２７１－１９７７ 

                E-mail tob0１a01＠wamnet.wam.go.jp 
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第 1 回 NPO ﾊﾞﾝｸﾌｫｰﾗﾑのお知らせ 

 特定非営利活動法人北海道ＮＰＯバンクでは

―市民がつくる「銀行」―第１回 ＮＰＯバンク・

フォーラムを下記の日程・内容で開催することと

なりました。 

  

○テーマ「ボランタリー・ファイナンスの可能

性」 

 

○参加対象 全国ＮＰＯ中間支援組織、各種財

団関係者、各自治体、ＮＰＯ関係者

等 

 

○内 容   

《１日目》 ２００４年７月１６日(金) 

    北海道クリスチャンセンター 

（札幌市北区北７条西６丁目） 

13:20～17:30 

○基調講演 「ＮＰＯと資金調達」 

杉山さかゑ（北海道ＮＰＯサポートセンター

理事長、北海道グリーンファン

ド理事長） 

○パネルディスカッション 

  「ボランタリー・ファイナンスの可能性」 

 ■コーディネーター 

   樽見 弘紀 

（北海道ＮＰＯバンク理事、北海学

園大学法学部助教授） 

 ■パネリスト 

   田尻 佳史（日本ＮＰＯセンター事務局長） 

  田中 優 （未来バンク事業組合理事長） 

  山口 郁子（中央労働金庫営業推進部ＮＰＯ

推進次長） 

  向田 映子（女性・市民信用組合（ＷＣＣ）

設立準備会代表）  

  杉岡 直人（北海道ＮＰＯバンク理事長、北

海道地域福祉学会会長） 

 

○交流会 

  18:30～20:00 

 

 

 

 

《２日目》 ２００４年７月１７日(土) 

 札幌男女共同参画センター 

（札幌市北区北８条西３丁目 

          札幌エルプラザ内) 

○分科会 

9:30～11:40 

分科会１「北海道ＮＰＯバンク設立の経緯に

ついて」 

 

 分科会２「ＮＰＯバンクの運営」 

 

 分科会３「融資審査と融資後のフォローアッ

プについて」 

  

 分科会４「借り手から見た理想のＮＰＯバン

ク」 

 

 分科会５「拡がる市民金融」 

 

○参加費 フォーラム及び分科会参加費  

３，０００円（学割１，５００円） 

    交流会参加費 

    ２，５００円 

○募集定員 １５０名 

 

日本地域福祉学会第 18 回大会開催 

 ２００４年６月１２日(土)、１３日（日）に日

本地域福祉学会第１８回大会が、愛知県のつるま

いプラザ(１日目)と日本福祉大学美浜キャンパス

(２日目)で開催されます。第１８回を迎える今回

の大会は、テーマ『地域福祉の推進主体を考え

る－行政・社協・NPO－』で行われます。この大

会には、事務局からも参加しますので、学会ニ

ュース次号にて大会の様子を報告する予定です。 

日本地域福祉学会第１9 回大会予定 

２００５年の開催の日本地域福祉学会第１９

回大会は、北海道・北星学園大学で開催の予定

となっております。 

と き ２００５年６月４日(土)～６日(日) 

ところ 北海道・札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

北星学園大学 

 内容など具体的に決まり次第ニュースなどを

通じてお知らせしたいと思います。 



５ 

  

北海道社会学会大会のお知らせ 

 第５２回北海道社会学会の大会が下記の日程・

内容で行われます。 

 と き ６月１９日（土）・２０日（日） 

 ところ 北海道浅井学園大学 

 参加費  2000円 

  申込み・お問合せは社会学会事務局まで 

  〒006-0062 札幌市中央区南２条西１０丁目 

        クワガタビル２階 

        北海道 NPOサポートセンター内 

  FAX ０１１－２６１－６５２４ 

  E-mail socio@npo-hokkaido.org 

 

【６月１９日（土）】 

 9:40～ 参加受付開始 

10:30～12:00 

・PARTⅠ 司会 平沢 和司  （北海道大学） 

ホモソーシャルな男性集団－大学の研

究室の比較を通じて   

坂無  淳（北海道大学） 

     学習塾利用者の学歴社会観と教育意識

野崎 剛毅（北海道大学） 

     在日ブラジル人学校生徒の将来志向－

親との関連を中心に   

濱田 国佑（北海道大学） 

・PARTⅡ  司会 飯田 俊郎（札幌国際大学） 

タイにおける児童福祉に取り組む

NGO・NPO運営の課題   

SUCHARITKUL Juthathip（北海道大学） 

          「ボランティア」概念の整理と再検討  

竹中 健（北海道大学） 

12:00～13:30 昼食・理事会 

13:30～16:00 シンポジウム  

司会 加藤 喜久子（北海道情報大学）  

     雇用システムのゆらぎと学歴社会 

          小内 透(北海道大学) 

     雇用システムの変化と人材育成 

          亀野 淳(北海道大学) 

     コメント Ulrike Nennstiel 

(北星学園大学) 

16:10～17:10 総会 

17:20～19:20 懇親会(会費  一般 4000円、 

学生 3000円) 

 

 

【６月２０日（日）】 

9:40～ 参加受付開始 

10:00～11:30  

・PARTⅢ 司会 松岡 悦子（旭川医科大学） 

    農村高齢者の役割の状況と家族、地域社

会関係－秋田県由利郡東由利町蔵地区横

渡集落の事例を通して  

庄司 知恵子（北海道大学） 

     

「介護」がもたらす社会的変化について

の分析視角  

野坂 きみ子（北海道大学） 

     仕事・家庭の適合度についての尺度構成 

    －小田原・中年女性調査データから  

杉野 勇（お茶の水女子大学） 

 

・PARTⅣ 司会 井上 芳保（札幌学院大学）        

    〈若者〉を捉え直す－「若者論」の限界 

菅原 健太（北海道大学） 

     難民化という戦略  

人見 泰弘（北海道大学） 

     「オンラインソサエティ」における社

会的構築と自己  

森岡 武史（北海道大学） 

 

11:40～12:20 特別講演 

     司会 三谷 鉄夫 

(北海道浅井学園大学) 

   Occupational Structure in China and 

Its HRD Policy Implications 

       YOO,Hong Joon  

(Sungkyunkwan University) 

   

 

13:30～15:30 

・PARTⅤ 司会 原 俊彦（北海道東海大学）      

「タイ華人家族の文化変容」 

    －西南タイに住むタイ華人（潮州

系）の事例から 

KULPRANGTHONG Teerapol（北海道大学） 

 

 

 



６ 

   住民意識にみる地方都市の少子化問題 

  １．「社会全体」による「子育て基金」に

ついて  

金子 勇（北海道大学） 

  ２．子育て負担意識の構造的差異 

        前江田 大輔（北海道大学） 

  ３．子育て支援サービスに対する意識形

成と政策的課題  

青山 泰子（北海道大学） 

 

・PARTⅥ 司会 松田 光一（北海学園大学） 

    市町村合併研究の動向と課題  

新藤 慶（北海道大学） 

    定住環境構築にむけての住民のラ

イフロング・ラーニングの実践 

    －北海道上川郡下川町の産業クラ

スター研究会を事例として  

大野 剛志（北海道大学） 

    

１．ルーマニアの条件不利地域の現状と

課題   

 中道 仁美（愛媛大学） 

小内 純子（札幌学院大学）   

  ２．ルーマニアの条件不利地域の課題と将

来展望  

大野 晃（北見工業大学） 

 

学会ＨＰ更新のお知らせ 

 

ホームページが移転になりました！！ 

 

新 URL:http://hokkaido-care.com/ 

 

 

現在、学会ホームページの更新を急ピッチ 

で行っております。学会ニュースのバックナ 

ンバー、事務局からのお知らせ、学会理事・

監事名簿等を載せてあります。ホームページ 

に関するご意見・要望等がございましたら、 

お気軽に学会事務局までお知らせください。 

 

 

事務局よりお知らせ 

○住所変更について  

会員の方で、所属先や自宅の住所・電話番号

の変更や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。またお知り合いの方で入会希望の方がお

られましたら、随時受付けておりますので、お

知らせください。 

 

○会費請求について  

２００４年度の学会費につきましては追って

ご請求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、下記の振込先にお早めにお納め

下さい。 

【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 

   （口座名義） 北海道地域福祉学会 

 

○掲載記事について 

 学会ニュースに掲載する記事を随時募集してい

ます。また、会員の方で図書・報告書などまとめ

られた方がおられましたら、ニュースにも掲載し

たいと思いますので、お知らせください。その他、

北海道地域福祉学会活動についてご意見、定例研

究会のテーマ・報告者等ご希望がありましたらお

聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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 企画情報課（担当：平島・上田） 

 

 〒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 

 


