
旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会

総会次第

とき : 平成 25年 4月 16日 (火)午後 4時

ところ : 旭川市 1条通 8丁 目108番 地

フィール旭川 7階 (旧 丸井今井旭川店 )

1 開会

2 会長挨拶

3 総会成立確認

4 議長選出

5 協議案件

第 1号議案 平成 24年度 事業報告

第 2号議案 平成 24年度 会計報告

第 3号議案 平成 25年度 事業計画案

第 4号議案 平成 25年度 役員選任

6 連絡事項

7 議長退任挨拶

8 閉会



第 1号議案 旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会

平成 24年度 事業報告について

(平成24年 4月 1日 ～平成25年 3月 31日 )

(1)会務の運営

① 総会の開催 平成 24年 4月 11日 (水 )

② 役員会の開催  第 1回 平成 24年  5月  1日 (火 )

第 2回 平成 24年  6月  5日 (火 )

第 3回 平成 24年  8月  9日 (木 )

第 4回 平成 24年 11月  5日 (月 )

第 5回 平成 25年  1月 21日 (月 )

(2)各事業の実施

① 小規模多機能型居宅介護連絡会 事業所見学会と昼食会

平成 24年 5月 24日 (木 )

事業所見学会 ～ 1、 さざなみ荘 1 2、 スマイルホームえん

昼食会 ～ 幌力国内道の駅 (ルオント温泉)

② 北海道認知症グループホーム協会道北ブロック主催自主研修会

(小規模多機能型居宅介護連絡会共催)

平成 24年 7月 6日 (金 )

三瓶徹氏 (北広島リハビリセンター特養部 四恩園 施設長)

「事業所内虐待とその対策」

③ 小規模多機能型居宅介護連絡会 報告会 分散会

平成 24年 10月 5日 (金 )

1、 事業所報告会 (実地指導終了事業所より)

2、 事業所活動・実施事例報告

3、 分散会

④ 小規模多機能型居宅介護連絡会 研修会

平成 24年 12月 3日 (月 )

1、 「高齢者の脱水 と水分補給」 (大塚製薬様 )

2、 その他 (事務局より)



第 2号議案 旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会

平成 24年度 会計報告について

前年度繰越金

3,420円

次年度繰越金

4,200円

収入の部

平成 24年 5月 24日

1人 1000円 ×15名

朱鞠内見学会参カロ費 15, 000円

平成 24年 10月 5日  報告会&分散会

1人 500円 ×40名

20,000円

平成 24年 12月 3日

1人 300円 ×31名

研修会 (大塚製薬 ) 9,300円

小計 44,300円

支出の部

平成 24年 5月 1日  第 1回役員会会場費 旭川市民活動交流センターCoCoDe 2階作業打合室 200円

平成 24年 5月 24日 昼食代 レス トランそばの里 (道の駅)

おみやげ代 (お茶缶箱×2箱 )

12, 750円

3,180円

平成 24年 6月 5日 第 2回役員会会場費 旭川市民活動交流センターCOCoDe 2階作業打合室 200円

平成 24年 8月 9日 第 3回役員会会場費 旭川市民活動交流センターCoCoDe 2階作業打合室 240円

平成 24年 10月 5日 報告会&分散会会場費 旭川市民活動交流センターCoCoDe l階大ホール

オードフ
゛
ル (ひだまりの会)

4,020円

18, 800円

平成 24年 11月 5日 第4回役員会会場費 旭川市民活動交流センターCoCoDe 2階作業打合室 240円

平成 24年 12月 3日 研修会 会場費 旭川市民活動交流センターCoCoDe l階大ホール 3,650円

平成 25年 1月 21日 第 5回役員会会場費 旭川市民活動交流シターCoCoDe 2階作業打合室 240円

小 計 43, 520円



監 査 報 告

平成 24年度

「旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会」

会計について監査を実施し、金銭、出納表を照合した

と結果、相違なく処理された事を、確認致しましたの

で、ご報告致します。

平成 2チ 年 年月 グ 日

監査

監査

t)ん  4分 だ、、 印

の 本 口ιだ (1,



第 3号議案 旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会

平成 25年度 事業計画案 について

事業計画 (平成 25年 4月 1日 ～平成 26年 3月 31日 )

(1)会務の運営

① 役員会の開催 年 5回程度 (偶数月予定)

② 総会の開催  年 1回程度 (平成 25年 4月 )

(2)各事業の実施

① 小規模多機能型居宅介護実務研修会の実施

イ) ・連絡会単独での自主研修会・勉強会・事例報告会 (年 2回程度)

・事業所見学会ツアー (連絡会事業所、旭川地域事業所)6月 予定
。勉強会及び分散会の開催 (運営推進会議の方法、参加者同士の意見交換会)

・事業所問合同外出行事・事業所間職員現場実務交流

・法令遵守 (コ ンプライアンス)適正化研修・労務に関する研修

他、アンケー トの実施にて研修内容の意向確認

口)全 道・全国小規模多機能型居宅介護事業所連絡会研修会の参加

ハ)他 関係事業所連絡会 との合同研修会及び実務研修案内 (予定 )

。一般社団法人北海道認知症グループホーム協会北海道大会 in旭川 (10月 )

(当 会後援予定)

・一般社団法人北海道認知症グループホーム協会道北ブロック自主研修会

・平成 25年度 一般社団法人北海道認知症グループホーム協会

実践者研修及び管理者研修 (7月 、 8月 )

二)他 連絡会等 との連携、協働、参カロ

・“SOSや まびこ"ネ ッ トワーク連絡会議への参加

・医療連携推進事業検討会への参加

・認知症疾患医療連携協議会への参加

・旭川居宅介護支援事業所連絡協議会 研修会への参加

・旭川地区ヘルパー連絡会への参加

・当連絡会HP等による会運営周知

② 当連絡会会費について

当連絡会の参加事業所について年会費等は徴収を行わない。

但し、各研修の開催について会場費、講師依頼費、必要経費については

必要に応じ各研修会の都度、参加費を募る事とする。



第 4号議案 旭川地域小規模多機能型居宅介護事業所連絡会

役員の選任について

会則第 6条に定める役員について、役員の選任を求めます。



平成 25年度 旭川地域小規模多機能居宅介護事業所連絡会

役員名簿 (案 )

(任期 平成 24年 4月 1日 ～平成 26年 3月 31日 )

役 職 氏  名 所  属

会長 板橋 雅之 小規模多機能型居宅介護  旭山なかまの家

副会長 清水 孝修 小規模多機能型居宅介護  和が家

事務局長 布重 勝彦 小規模多機能型居宅介護  グレイス

幹事 柴 田 悦子 小規模多機能型居宅介護  かがやき

幹事 岡田 由利枝 小規模多機能ホーム  あさがお

幹 事 東前 久幸 小規模多機能型居宅介護  風流里

会計 小林 千鶴 小規模多機能型居宅介護  さざなみ荘

監査 西塔 昭代 認知症対応型共同生活介護  グループホームぞ う

監査 酒元 啓太 道北勤医協ケアプランセンター 指定居宅介護支援事業所

相談役 安倍 信一 社会福祉法人  美瑛慈光会


