
月 日 事業・会議名 担当 開催地 日 事業・会議名 担当 開催地

19 道包括協令和2-4年度第5回機能強化委員会 地域 オンライン 下旬
第1回ユニットケア施設管理者・ユニットリーダー研修
運営委員会

研修 札幌市

25～5月25日 施設部会施設職員スキルアップ講座（管理職員編） 施設 オンライン 未定 福祉サービス運営適正化委員会（全体会） 運適 札幌市

11 第1回民生児童委員部会 生活 札幌市 30 道社協第1回監事監査 総務 札幌市

12 就労準備支援事業コンソーシアム連携会議 共生 札幌市 中旬 北海道ボランティア・市民活動センター第1回運営委員会 地域 オンライン

16 第1回高齢者虐待防止推進委員会 権利 札幌市 下旬 ボランティアルーム運営委員会・利用者会議 地域 書面

18
道社協ボランティア部会第1回正副部会長・幹事会合同
会議

地域 オンライン 下旬 第1回福祉教育専門委員会 地域 札幌市

18 第1回ボランティアリーダー推進会議 地域 オンライン 下旬 道ヘルプ協第1回制度推進委員会 地域 札幌市

20 道ヘルプ協上級者ステップアップ研修① 地域 札幌市 未定 第1回北海道社会福祉総合基金運営委員会 総務 札幌市

26 第1回契約締結審査会 権利 札幌市 未定 第1回貸付審査等運営委員会 生活 札幌市

27 道社協地域部会第1回正副部会長会議・幹事会 地域 札幌市 未定 道経営協監事監査 法人 札幌市

27 道市町村社協会長会監事監査 地域 札幌市 未定 第1回介護実習・普及センター運営委員会 法人 札幌市

27 施設部会施設職員スキルアップ講座（新任職員編） 施設 オンライン 未定 第1回喀痰吸引等研修実施委員会 研修 札幌市

27 道市町村社協会長会第1回正副会長・幹事合同会議 地域 札幌市 未定 第1回福祉サービス苦情解決委員会 運適 札幌市

29 全道高齢者剣道大会 地域 札幌市 5～11月 地区ボランティア活動推進会議（14地区） 地域 札幌市他

29 全道高齢者弓道大会 地域 旭川市 5～11月 地区ボラネット研修（14地区） 地域 札幌市他

29 全道高齢者ペタンク大会 地域 白老町

1 道社協ケアラー支援推進センター開設及び運営委員会 共生 札幌市 未定 道母子協研究セミナー 施設 未定

4 全道高齢者ゲートボール大会 地域 未定 未定 道母子協第1回正副会長会議 施設 未定

5 全道高齢者ソフトテニス大会 地域 札幌市 未定 道母子協第1回総会 施設 未定

7 道社協第1回理事会 総務 札幌市 未定 道老施協第1回正副会長会議（拡大） 施設 札幌市

8 全道高齢者ゴルフ大会 地域 札幌市 未定 道保育協第1回正副会長会議 施設 未定

10 全道新任社協会長事務局長研修会 地域 オンライン 未定 道保育協第1回常任幹事会 施設 未定

10 全道市町村社協会長・事務局長研究協議会 地域 オンライン 未定 道老施協第1回幹事会 施設 札幌市

11～12 全道高齢者卓球大会 地域 札幌市 未定 道保育協第1回代議員総会 施設 未定

11～12 全道高齢者ソフトボール大会 地域 札幌市 未定 道保育協北海道保育研究大会 施設 オンライン

12 全道高齢者囲碁大会 地域 札幌市 未定 社会福祉施設部会第1回役員会 施設 書面

12 全道高齢者将棋大会 地域 札幌市 未定 社会福祉施設部会第1回協議員会 施設 書面

13 災害ボランティアコーディネーター養成・資質向上研修 地域 オンライン 未定 道デイ協第1回正副会長会議 施設 オンライン

15 施設部会施設職員スキルアップ講座（中堅職員編） 施設 オンライン 未定 道デイ協第1回幹事会 施設 オンライン

16 道包括協監事監査 地域 札幌市 未定 道身障協第1回正副会長・幹事合同会議 施設 オンライン

23 道社協定時評議員会 総務 札幌市 未定 道経営協第1回正副会長・幹事会 法人 札幌市

23～24 全道新任社協職員研修会 地域 札幌市 未定 道経営青年会第1回運営委員会 法人 オンライン

24 道ヘルプ協監事監査 地域 札幌市 未定 道セルプ協監事監査 法人 札幌市

26 第1回オンライン福祉職場説明会 人材 オンライン 未定 道セルプ協第1回正副会長・幹事合同会議 法人 オンライン

28～7/1 道デイ協第１回認知症介護実践者研修 施設 札幌市 未定 第1回地域公益活動推進協議会 法人 オンライン

29 第1回高齢者虐待防止推進部会 権利 札幌市・

オンライン 未定 北海道介護ロボット普及推進センター第1回運営委員会 法人 札幌市

未定 全道高齢者マラソン大会 地域 未定 6～12月 介護ロボット介護従事者等向け講習会（道内4地区） 法人 未定

未定 道ヘルプ協第2回制度推進委員会 地域 札幌市 6～12月 介護ロボット小中高向け体験学習会（道内4地区） 法人 未定

未定 道社連協監事監査 地域 札幌市 未定 第1回入門的研修実施検討委員会 研修 オンライン

未定 第1回成年後見制度推進バックアップセンター運営委員会 権利 札幌市 未定 第1回運営監視委員会 運適 札幌市

未定 生活福祉資金貸付事業研修会（新任社協職員） 生活 オンデマンド

9 第2回オンライン福祉職場説明会 人材 オンライン 未定 道救護協第52回全道救護施設職員研修会 施設 オンライン

10 第3回オンライン福祉職場説明会 人材 オンライン 未定 道救護協第1回正副会長会議 施設 オンライン

12 道ヘルプ協第1回正副会長会議・第1回幹事会・代議員総会 地域 札幌市 未定 道老施協臨時総会 施設 札幌市

12～13 道ヘルプ協全道ホームヘルプサービス研究大会 地域 札幌市 未定
道老施協全道老人福祉施設研究大会（第41回研究発表
会）

施設 札幌市

下旬 道新福祉活動助成/小規模助成審査会(道新評議員会) 地域/法人 札幌市 未定 道デイ協研究協議会 施設 オンライン

未定 自主企画事業審議委員会 地域 札幌市 未定 道デイ協第1回総会 施設 書面

未定 災害ボランティアネットワーク会議 地域 札幌市 未定 道身障協身体障害者福祉施設研究セミナー 施設 オンライン

未定 道包括協第1回正副会長・幹事合同会議 地域 オンライン 未定 道身障協第1回総会 施設 書面

未定 道包括協令和2-4年度第6回機能強化委員会 地域 オンライン 未定 道経営協経営者セミナー・第1回総会 法人 札幌市

未定 道社連協第1回正副会長・ブロック代表幹事会 地域 札幌市 未定 道セルプ協第1回施設長・職員研修会・第1回総会 法人 札幌市

未定 第1回アドバイザー会議 権利 未定 未定 北海道障がい者就労支援センター第1回運営委員会 法人 札幌市

未定 中核機関・市町村成年後見センター等担当職員研修 権利 オンライン 未定 第1回福祉人材ステップアップ講習会 人材 札幌市

未定 中核機関・市町村成年後見センター等連絡会議 権利 オンライン 未定 第2回福祉サービス苦情解決委員会 運適 札幌市

未定 道救護協第1回施設長会議 施設 オンライン 7～12月 社会福祉法人・施設災害時連携会議（道内7地区） 法人 未定
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24 北海道高齢者虐待防止推進研修会（施設編） 権利 札幌市 未定 リスク管理・事務管理研修 権利 オンライン

25 道新ボランティア奨励賞審査会 地域 札幌市 未定 第2回契約締結審査会 権利 札幌市

25～26 道デイ協第1回認知症介護実践者研修（報告とまとめ） 施設 札幌市 未定 北海道高齢者虐待防止推進研修会（施設編） 権利 札幌市

25～26 道デイ協第1回認知症管理者研修 施設 札幌市 未定 道老施協軽費・ケア研修会 施設 札幌市

上旬 課題別オンライン講義① 地域 オンライン 未定 道経営青年会職場運営管理講座・第1回総会 法人 札幌市

未定 全道社協職員研究協議会 地域 札幌市 8～9月 災害ボランティアセンターＷＥＢ講座 地域 オンライン

未定 道包括協地域包括ケアセミナー 地域 オンライン 8～9月 市民後見人養成講座（全7回） 権利 オンライン

未定 道包括協代議員総会 地域 オンライン 8～11月
道経営協社会福祉法人・社会福祉施設ブロック研修会
（道内4地区）

法人 札幌市他

未定 道社連協代議員会 地域 札幌市 8～12月 道経営協経営相談会 法人 札幌市他

9 道社協第2回監事監査 総務 札幌市 未定 第2回高齢者虐待防止推進部会 権利 札幌市・

オンライン

16 道社協第2回理事会 総務 札幌市 未定 北海道高齢者虐待防止推進研修会（施設編） 権利 オンデマンド

16～30 第55回全道保育士等研究集会 施設 オンライン 未定 生活福祉資金貸付事業研修会（民生委員） 生活 札幌市

30～10/4 全道シルバー作品展 地域 札幌市 未定 道老施協認知症介護実践リーダー研修（前期） 施設 札幌市

上旬 第70回北海道社会福祉大会 総務 札幌市 未定 道老施協認知症介護実践リーダー研修（後期） 施設 札幌市

中旬 全道市町村社協事務局長連絡会議（本会議） 地域 オンライン 未定 道老施協養護老人ホーム研修会 施設 札幌市

中旬 老人週間啓発パネル展 地域 札幌市 未定 道デイ協通所ケアマネジメント研修（基礎編） 施設 札幌市

下旬
全道市町村社協事務局長連絡会議
（課題別グループ討議）

地域 オンライン 未定 道経営青年会第2回運営委員会 法人 オンライン

未定 圏域内災害ボランティアセンター設置・運営訓練① 地域 上ノ国町 未定 第3回福祉サービス苦情解決委員会 運適 札幌市

未定
圏域毎の発災初期活動者（圏域キーマン）の養成・
初期支援体制研修会

地域 札幌市 9～12月 災害ボランティア組織連携会議（14地区） 地域 札幌市他

未定 リスク管理・事務管理研修 権利 オンライン

2 第1回福祉職場説明会 人材 札幌市 未定 道身障協職員研修会 施設 オンライン

6 北海道高齢者虐待防止推進研修会（在宅編） 権利 札幌市 未定 道保育協保育施設長セミナー 施設 オンライン

27～28 コミュニティソーシャルワーク（CSW）実践者養成研修 地域 札幌市 未定 道老施協カントリーミーティング 施設 オンライン

中旬 課題別オンライン講義② 地域 オンライン 未定 道デイ協通所ケアマネジメント研修（実践編） 施設 札幌市

未定 ボランティア強化セミナー 地域 オンライン 未定 道セルプ協ニーズに応じた就労支援に関する研修会 法人 オンライン

未定 圏域内災害ボランティアセンター設置・運営訓練② 地域 宗谷管内 未定 拠点法人・施設連絡会議 法人 オンライン

未定 社協職員先進地域福祉活動視察研修 地域 未定 未定 第1回社会福祉研修所運営委員会 研修 オンライン

未定 市町村行政職員研修 権利 オンデマンド 未定 第1回福祉人材センター運営委員会 人材 札幌市

未定 中核機関向け研修 権利 オンデマンド 未定 中国等帰国者関係自治体との連絡会議 中国 札幌市

未定 法人後見研修 権利 札幌市・

オンライン 未定 第2回運営監視委員会 運適 札幌市

未定 第2回貸付審査等運営委員会 生活 札幌市 未定 苦情解決システム研修会 運適 札幌市

未定 生活福祉資金貸付事業研修会（現任社協職員等） 生活 オンライン

3 第2回福祉職場説明会 人材 札幌市 未定 道救護協第2回正副会長会議 施設 札幌市

11 ねんりんピック北海道選手団結団式 地域 千歳市 未定 道救護協第2回施設長会議 施設 札幌市

11～15 ねんりんピック北海道選手団派遣 地域 神奈川県 未定 道救護協救護施設研究セミナー 施設 札幌市

下旬 全道シニアリーダー研修会 地域 札幌市 未定 道母子協スキルアップ研修会 施設 未定

未定 道包括協令和4-6年度第1回機能強化委員会 地域 オンライン 未定 道老施協認知症介護実践リーダー研修（報告とまとめ） 施設 札幌市

未定 生活支援コーディネーター連絡会議 地域 オンライン 未定 社会福祉法人・市町村社協合同地域公益活動セミナー 法人 札幌市

未定 第3回契約締結審査会 権利 札幌市 未定 社会福祉研修所運営委員会専門委員会 研修 オンライン

未定 北海道高齢者虐待防止推進研修会（在宅編） 権利 オンデマンド 未定 第1回福祉人材バンク連絡会議 人材 札幌市

未定 第2回アドバイザー会議 権利 未定 未定 第4回福祉サービス苦情解決委員会 運適 札幌市

2 道社協第3回監事監査 総務 札幌市 未定 身体拘束ゼロ作戦推進部会 権利 札幌市・

オンライン

9 道社協第3回理事会 総務 札幌市 未定 道老施協第2回正副会長会議（拡大） 施設 札幌市

未定 災害ボランティア担当者意見交流会 地域 オンライン 未定 道老施協第2回幹事会 施設 札幌市

未定 第2回福祉教育専門委員会 地域 札幌市 未定 道経営協社会福祉法人会計実務者決算・財務分析講座 法人 札幌市

未定 道包括協第2回正副会長・幹事合同会議 地域 オンライン 未定 札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）授産製品販売会 法人 札幌市

未定 道ヘルプ協上級者ステップアップ研修② 地域 札幌市 未定 第2回社会福祉研修所運営委員会 研修 オンライン

未定 第3回高齢者虐待防止推進部会 権利 札幌市・

オンライン

27 道社協地域部会第2回正副部会長幹事合同会議・総会 地域 オンライン 未定 道児童協総会 施設 札幌市

27 道市町村社協会長会第2回正副会長・幹事合同会議 地域 オンライン 未定 道母子協第2回正副会長会議 施設 未定

上旬 カレンダーリサイクル市 地域 札幌市 未定 道母子協第2回総会　 施設 未定

中旬 課題別オンライン講義③ 地域 オンライン 未定 道母子協施設長会議 施設 未定

未定 初期支援者養成・資質向上研修会 地域 札幌市 未定 道身障協第２回正副会長・幹事合同会議 施設 オンライン

未定 全道福祉の学習推進セミナー 地域 オンライン 未定 道デイ協デイサービスセンター研修会 施設 オンライン

未定 北海道ボランティア・市民活動センター第2回運営委員会 地域 オンライン 未定 道デイ協第2回正副会長会議 施設 オンライン

未定 市町村ボランティアリーダー学習会 地域 オンライン 未定 道デイ協第2回幹事会 施設 書面

未定 道包括協地域包括支援センター職員資質向上研修 地域 オンライン 未定 道経営協第2回正副会長・幹事会 法人 オンライン

未定 権利擁護システム構築セミナー 権利 オンライン 未定 道経営青年会第3回運営委員会 法人 オンライン

未定 第3回貸付審査等運営委員会 生活 札幌市 未定 道セルプ協第2回正副会長・幹事合同会議 法人 オンライン

未定 道老施協老人福祉施設長研究セミナー 施設 札幌市 未定 第2回福祉人材ステップアップ講習会 人材 札幌市

未定 道老施協定期総会 施設 札幌市 未定 第5回福祉サービス苦情解決委員会 運適 札幌市

未定 道児童協正副会長会議 施設 札幌市

10
月

11
月

12
月

１
月

８
月

９
月



20 第2回民生児童委員部会 生活 札幌市 未定 道救護協総会 施設 札幌市

27 道社協第4回監事監査 総務 札幌市 未定 道デイ協第2回総会 施設 書面

上旬 道社協ボランティア部会第2回幹事会・総会 地域 オンライン 未定 道身障協個別支援の実現に向けたケアガイドライン研修 施設 札幌市

上旬 第2回ボランティアリーダー推進会議 地域 オンライン 未定 道身障協第2回総会 施設 書面

未定 第2回北海道社会福祉総合基金運営委員会 総務 札幌市 未定 道保協第2回正副会長会議 施設 札幌市

未定 道ヘルプ協第2回正副会長・幹事会 地域 オンライン 未定 道保協第2回常任幹事会 施設 札幌市

未定 道包括協令和4-6年度第2回機能強化委員会 地域 オンライン 未定 道保協第2回代議員総会 施設 札幌市

未定 道社連協第2回正副会長・ブロック代表幹事会 地域 未定 未定 道経営協経営実務セミナー・第2回総会 法人 札幌市

未定 市民後見人受任時研修 権利 オンデマンド 未定 道経営青年会福祉リーダー育成研修・第2回総会 法人 札幌市

未定 第4回契約締結審査会 権利 札幌市 未定
道セルプ協第2回施設長・職員研修会
事業所経営セミナー・第2回総会

法人 札幌市

未定 法人後見連絡会議 権利 札幌市・

オンライン 未定 北海道介護ロボット普及推進センター第2回運営委員会 法人 オンライン

未定 北海道地域福祉生活支援センター関係機関連絡会議 権利 札幌市 未定
第2回ユニットケア施設管理者・ユニットリーダー研修
運営委員会

研修 札幌市

未定 社会福祉施設部会第2回役員会 施設 書面 未定 第3回運営監視委員会 運適 札幌市

未定 社会福祉施設部会第2回協議員会 施設 書面 未定 北海道保健福祉部・運営適正化委員会連絡会 運適 札幌市

未定 道救護協第3回正副会長会議 施設 札幌市

5 福祉のしごと就職フェア 人材 札幌市 未定 北海道障がい者就労支援センター第2回運営委員会 法人 札幌市

7 道社協第4回理事会 総務 札幌市 未定 第2回介護実習・普及センター運営委員会 法人 札幌市

15 道社協臨時評議員会 総務 札幌市 未定 第2回入門的研修実施検討委員会 研修 オンライン

上旬 地域共生社会推進協議会 地域 オンライン 未定 第2回喀痰吸引等研修実施委員会 研修 札幌市

未定 道包括協第3回正副会長・幹事合同会議 地域 オンライン 未定 第2回福祉人材バンク連絡会議 人材 札幌市

未定 第2回高齢者虐待防止推進委員会 権利 札幌市 未定 第2回福祉人材センター運営委員会 人材 札幌市

未定 第4回高齢者虐待防止推進部会 権利 札幌市・

オンライン 未定 帰国者への理解を深めるための集会 中国 札幌市

未定 第2回成年後見制度推進バックアップセンター運営委員会 権利 札幌市 未定 第6回福祉サービス苦情解決委員会 運適 札幌市

未定 北海道障がい者就労支援センター経営相談会 法人 オンライン

※日時・場所等に変更がある場合があります。

【道社協所管課名称省略説明】

総務…企画総務課　地域…地域福祉課　権利…権利擁護課　生活…生活支援課　施設…施設福祉課　法人…法人支援課  研修…研修課
人材…福祉人材課　共生…地域共生社会推進部　中国…北海道中国帰国者支援・交流センター　運適…北海道福祉サービス運営適正化委員会

２
月

３
月



月 日 事業・会議名 担当 開催地 日 事業・会議名 担当 開催地

４
月

19～20 福祉人材情報システム研修会 人材 東京都 21～22 北海道・東北ブロック保育指導者セミナー 児童 宮城県

13
都道府県・指定都市社協地域福祉推進
担当部・課・所長会議

地域 オンライン 31
都道府県・指定都市社協災害ボランティア等に関する
情報共有会議

地域 オンライン

17
都道府県・指定都市社協ボランティア・
市民活動センター所長・担当者会議

地域 オンライン 未定
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会
第1回幹事会

地域 東京都

24 都道府県・指定都市社協福祉教育担当者連絡会議 地域 オンライン

27 全国健康福祉祭担当係長会議 地域 オンライン

3 全社協第1回理事会 総務 東京都 20 全社協定時評議員会 総務 東京都

3 都道府県社協 生活福祉資金担当部課長会議 民生 東京都 22～24 第43回全国母子生活支援施設職員研修会 児童 京都府

7
日常生活自立支援事業・成年後見制度
担当部・課・所長会議

地福 オンライン 下旬
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会
第1回総会

地域 オンライン

14～15 福祉人材センター業務・法令研修会 人材 オンライン

7～8 全国生活福祉資金貸付事業担当職員研修会 民生 東京都 未定 日常生活自立支援事業　専門員実践力強化研修会Ⅰ 地福 オンライン

19～20 マッチング機能強化研修 人材 東京都 未定 第65回全国乳児院研修会 児童 オンライン

28～29 都道府県・指定都市社協常務理事・事務局長セミナー 総務 神奈川県 未定 全国社会就労センター総合研究大会 高年 オンライン

未定 福祉人材センター事業運営セミナー（仮） 人材 オンライン 未定 保育スーパーバイザー養成研修会 児童 東京都

未定 公立保育所等トップセミナー 児童 オンライン

1～2 全国健康福祉祭総合開会式会場現地視察 地域 神奈川県 21～22 福祉人材センター全国連絡会議 人材 東京都

8～9 全国身体障害者施設協議会研究大会 高年 福岡県 29～30 全国救護施設研究協議大会 高年 滋賀県

15～16 全国社会福祉法人経営者大会 法人 青森県 未定 北海道・東北ブロック母子生活支援施設研究協議会 児童 未定

6～7 第71回全国乳児院協議会 児童 香川県 27～28 全国生活福祉資金貸付事業運営研究協議会 民生 東京都

21～22 第65回全国保育研究大会（山形大会） 児童 オンライン 未定 社会福祉法人経営青年会全国大会 法人 福岡県

25～26 第65回全国母子生活支援施設研究大会 児童 兵庫県

9～11 第75回全国児童養護施設長研究協議会 児童 大分県 24～25 第55回全国保育士会研究大会（奈良大会） 高年 未定

12～15 全国健康福祉祭（ねんりんピック2022） 地域 神奈川県 29～30 社会的養護を担う児童福祉施設長研修会（東日本） 児童 東京都

17 全社協第2回理事会 総務 東京都 未定
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会
第2回幹事会

地域 オンライン

22 多様な就労の促進連絡会議（仮） 人材 東京都

5～6 全国救護施設協議会救護施設福祉サービス研修会 高年 東京都 15～16 福祉人材センター・バンク基幹職員会議 人材 東京都

13 全国社会福祉大会 総務 東京都

20
保育士・保育園支援センター等実施福祉人材
センター連絡会議

人材 東京都 27 都道府県・指定都市社協常務理事・事務局長会議 総務 東京都

25～27 日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修会Ⅱ 地福 神奈川県 30～31 全国厚生事業団体連絡協議会研究会議 高年 東京都

26～27 全国老人福祉施設大会・研究研究（合同大会） 関連 栃木県 未定
全国身体障害者施設協議会
地域生活支援推進研究会議

高年 東京近郊

下旬
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会
第2回総会

地域 オンライン 未定
北海道・東北ブロック明るい長寿社会づくり
推進機構連絡協議会

地域 福島県

未定 福祉人材センター事業運営セミナー（仮） 人材 オンライン 未定 第49回全国保育士研修会 児童 未定

未定
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会
第3回幹事会

地域 オンライン

9 全社協第3回理事会 総務 東京都 未定 全国身体障害者施設協議会　経営セミナー 高年 東京近郊

22 全社協臨時評議員会 総務 東京都 未定 全国児童養護施設中堅職員研修会 児童 東京都

※日時・場所等に変更がある場合があります。

総務…全社協総務部　　企画…全社協政策企画部　　地福…全社協地域福祉部　　民生…全社協民生部
高年…全社協高年・障害福祉部　児童…全社協児童福祉部　人材…中央福祉人材センター　関連…全社協関連団体

３
月

【全国関係所管名称省略説明】

９
月

８
月

５
月

12
月

１
月

２
月

10
月

７
月

11
月

６
月

全　　国　　関　　係　


