
 

 

一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会 北海道支部 

 

令和２（２０２０）年度  年 次 総 会 資 料 

 

日時 ： 令和２（2020）年 6 月 4 日～６月１１日 

場所 ： メール書面総会 

 

議事次第： 

１． 議 事 

議案－１ 令和元年度 事業報告 ・・・・・・・・・・・・・・１ 

議案－２ 令和元年度 決算報告 ・・・・・・・・・・・・・３ 

議案－３ 令和２年度 監査報告 ・・・・・・・・・・・・・４ 

議案－４ 令和２年度 事業計画案 ・・・・・・・・・・・・・５ 

議案－５ 令和２年度 予算案 ・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

２．その他 

役員名簿等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

 

https://bit.ly/3e4rkYx 

総会採決用サイトＱＲコードスマホ対応 

（マイクロソフトのフォームを利用しております） 

  

https://bit.ly/3e4rkYx
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議案－１ 令和元年度 事業報告 

 

１．北海道支部総会 

日 時：２０１９年６月２９日（土）１６：００～１７：３０ 

場 所：一般社団法人北海道開発技術センター 

（札幌市北区北１１条西２丁目２－１７） 

  

 

２．北海道支部研究会（セミナー） 

（１）マッスルスーツを使用した除雪ボランティア作業の試行 

日 時：２０２０年２月１日（土） 

場 所：上富良野町 

主 催：ボランティア活動による広域交流イノベーション推進研究会 

共 催：北星学園大学、日本福祉のまちづくり学会北海道支部 

 

  

https://www.facebook.com/VolunteerInnovation/
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（２）第１９回「野生生物と交通」研究発表会 

日 時：２０２０年２月１７日（月） 

場 所：札幌コンベンションセンター（札幌市白石区東札幌６条１丁目１－１） 

主 催：一般社団法人 北海道開発技術センター 

共 催：一般社団法人 エゾシカ協会、公益財団法人 北海道環境財団、アニマ

ルパスウェイ研究会、一般社団法人 アニマルパスウェイと野生生物の

会、一般社団法人 シーニックバイウェイ支援センター 

協 力：エコ・ネットワーク 

後 援：国土交通省北海道開発局、国土交通省北海道運輸局、北海道、東日本高

速道路株式会社北海道支社、北海道旅客鉄道株式会社、国立大学法人 

帯広畜産大学、一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会北海道支部 

  

 

（３）北海道の交通を考える連続セミナー「ＭａａＳと地域交通計画セミナー」 

日 時：２０２０年３月１０日（火） 

場 所：北星学園大学（札幌市厚別区大谷地西２－３－１） 

主 催：日本福祉のまちづくり学会事業委員会・北海道支部、 

中央大学研究開発機構、北星学園大学  

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 
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議案－２ 令和元年度 決算報告 

 

令和元年度の決算について、以下の通り報告する。 

 

【会計】 

＜令和元年（２０１９）年度会計報告＞ 

収入金額(円) 支出金額(円) 

費目 金額(円) 費目 金額(円) 

前年度繰越額 100,013 総会案内はがき等通信費 2,976 

2019年度支援費 0 会議費 0 

2019年度支援費(情報保障) 0 情報保障･保育費 0 

  次年度繰越額 97,037 

計 100,013  100,013 
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議案－３ 令和元年度 監査報告 
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議案－４ 令和２年度 事業計画案 

 

1. 福祉のまちづくりに関する研究会（セミナー等）を開催する。 

 

年月（予定） 場所（予定） 事業名称 

２０２０年１１月 北星学園大学 
研究会・勉強会・セミナーの

開催（テーマ未定） 

２０２１年 ２月 上富良野町 

マッスルスーツを使用した 

除雪ボランティア作業の試行 

（今後、調整・検討する） 

 

2. 道内の福祉のまちづくり関連事業への後援、協力をする。 

 

 
年月 

（予定） 

場所 

（予定） 
事業名称 主催 

後援 ２０２１年 ２月 札幌 

第２０回 

「野生生物と交

通」研究発表会 

（一社） 

北海道開発技術 

センター 
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議案－５ 令和２年度 予算案 

 

令和２年度の予算について、以下の通り提案する。 

 

＜令和２（２０２０）年度予算案＞ 

収入金額(円) 支出金額(円) 

費目 金額(円) 費目 金額(円) 

前年度繰越金 97,037 事務通信費 5,000 

2020年度支援費 0 
会議費 

(セミナー開催費) 
20,000 

2020年度支援費(情報保障) 0 
情報保障･保育費 

(セミナー等) 
0 

セミナー参加費･資料代 10,000 予備費 0 

  支部次年度繰越金 82,037 

計 107,037 計 107,037 
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北海道支部役員名簿（令和２年度） 

 

■北海道支部 支部長 

鈴木  克典 北星学園大学経済学部経営情報学科 教授 （支部代議員） 

 

■北海道支部 副支部長 

 竹田   保 ＮＰＯ法人ホップ障害者地域生活支援センター 代表理事 

横山   哲 （株）ドーコン交通部 参与（代議員）  

 

■北海道支部 顧問 

千葉  博正 元 札幌大学大学院 教授 

山口 登美男 （一社）北海道開発技術センター 理事長 

三木   亨 ピュア・フィールド風曜日 オーナー 

 大坂谷 吉行 元 室蘭工業大学工学部 教授 

大原  昌明 北星学園大学経済学部経営情報学科 教授 

佐藤  克之 元 北翔大学大学院 教授 

中岡  良司 ＮＰＯ法人ホップ障害者地域生活支援センター 

ホップ福祉問題研究所 所長 

 

■北海道支部 幹事 

石橋  達勇 北海学園大学工学部建築学科 教授 

小山   茂 札幌大学地域共創学群地域創生専攻 教授  

下間  啓子 ＮＰＯ法人旅とぴあ北海道 代表理事  

 

■北海道支部 監事 

原   文宏 （一社）北海道開発技術センター 理事  

石田  眞二 北海道科学大学工学部都市環境学科 教授 

 

■北海道支部 事務局 

工藤 みゆき （一社）北海道開発技術センター 

伊藤  信之 （一社）北海道開発技術センター 

鹿野 たか嶺 （一社）北海道開発技術センター 
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一般社団法人日本福祉のまちづくり学会 北海道支部 名簿 

令和２年度 北海道支部年次総会 

敬称略 

 

支部総会議決権は、正会員のみです。本部支部規約による。 

 

２０２０年４月１日現在、 

北海道支部会員 ２９名うち支部総会議決権は２７名２７個、五十音順 

 

氏  名 議決権 氏  名 議決権 

正会員 浅野目 祥子 

正会員 石田  眞二 

正会員 石橋  達勇 

正会員 伊藤   敦 

正会員 岩本  一郎 

正会員 大原  昌明 

正会員 工藤 みゆき 

正会員 小宮 加容子 

正会員 小山   茂 

学生会員 佐藤   剛 

正会員 鹿野 たか嶺 

正会員 下間  啓子 

正会員 新谷  陽子 

正会員 鈴木  克典 

正会員 須田   誠 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

なし 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

正会員 高野  伸栄 

正会員 竹田   保 

正会員 橘   邦彦 

正会員 永井  春彦 

正会員 中岡  良司 

正会員 橋本  和幸 

学生会員 長谷川  賢 

正会員 畠山  彰文 

正会員 隼田  尚彦 

正会員 原   文宏 

正会員 廣畑  圭介 

正会員 福田  菜々 

正会員 増田  靖子 

正会員 横山   哲 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

なし 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 

１個 
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