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通常総会 第 13期 事業計画、活動予算書等 全会一致 可決。 

5月 20日 午後3時より 会場・浄泉寺さんにおいて通常総会を開催しました。 

 

 

欠員だった理事 2 名を 補選しました。役員

の体制は 右上の一覧表の とおりです。 

任期は  平成 31 年 5 月 31 日までです。 

「事業計画」「活動予算書」「役員補選」等を全会一

致で可決しました。 

 

通常総会には正会員 25名(うち本人出席 14名、書

面表決 10名合計 24名)が 参加しました。 
平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日までの 第 13期 決算報告書の概要は 次のとおりです。 

   【総収入】   145,149千円  (内 寄付金 3,179千円  助成金 1,030千円)                   

   【総支出】   146,040千円             

       【当期欠損】  ▲ 891千円 

【期末純資産】   42,021千円 

    第6期 介護保険事業計画 自平成 27年 4月 1日---至 30年 3月 31日 の 3カ年間に中新川管内で 

     人口        51,522名   →   50,198名    ▲1,324名  減少しました。 

   要介護等認定           2,749名   →    2,819名  70名  増加(実需)しました。 

① サービス付き高齢者住宅   6事業所 定員 134名 健常者 3名 介護保険利用 127名(供給) 

② 地域密着型 特別養護老人施設 新設                 定員  29名(供給) 

③ グループホーム増設                         定員  25名(供給) 

   実需 70名に対して ハコモノが 181名分供給されて 過剰となり既存のショートステイ,ﾃﾞｲサー

ビスの利用者が競争で奪われ、また 介護職員の流失で困難に直面する状況が生じています。 Page.1 
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役員(理事 2名)の補選がありました。 

                                 任期は      平成 31年 5月 31日までです。 

理事長 奥井 健一 富山大学名誉教授、上市町社会福祉協議会 会長 

副理事長 永島 光枝 グループホーム かみいち福祉の里 管理者 

常務理事 森  勇 元・メーカー取締役総務部長 

常務理事 碓井 憲夫 社会保険労務士、上市町議会議員 

理事事務局長 新任 加藤 佐一 元・ 特別目的会社 取締役 

理事     新任 古西 良子 介護支援専門員 元 かみいち総合病院 准看護師 

理事 桑名 信雄 東江上・元・区長  元・民生委員・児童委員 

理事        稲葉 敏夫 大規模農業経営  元・上市町広野新区長 

理事        稲垣 久代 お茶の間 総務副主任 民生委員 

理事     嶌田  涼 お茶の間介護職員・生活相談員 

監事 桑名 甚吾 東江上・元・区長、YKKエンジニアリング元社長 

監事    西田 輝雄 福祉サービス 苦情相談第三者委員 

   (  以上が 定款上の 役員です。) 

参与 福井 静志 浄泉寺 前・住職 

参与 勝戸  謙 東江上・元・区長、上市町議会議員(元・議長) 

参与 好田  実 元・売薬  元・メーカー勤務 

参与 成川 友仁 社会福祉士、中小企業診断士、上市町議会議員 

     理事の定員は 8 名以上 10 名以下。      監事の定員は 2 名以上 3 名以下。 

 

共用デイサービスは 

定員 6 名です。只今は 空きが 充分あります。5 月 22 日は 3 名が利用されています。 

新規の方々の ご利用を お待ちしています。厚生労働省の 新オレンジプランでは 

共用デイサービスの活用を 推薦しています。 

認知症対応型共同生活介護=グループホームにおいて 共用しています。 

 

 

 

認定 NPO法人 3年目 パブリック サポート テスト  

平成 30年度も 順調に進捗しています。 

平成 30年 4月 1日 スタート 平成 30年 5月 22日現在実績 ご寄附金額 

平成 30年度 目標 100先     84先 654,500円 

別に 理事、監事からの寄附         3先           1,610,561円があります。 

御支援ありがとうございます。 

【認定 NPO】は 特定非営利活動促進法に基づき運用され、寄付金優遇税制が適用されています。現在 富山県内

にある NP法人 376社のうち 当社を含む 4社だけが認定されています。         Page.2 



人手不足で ピンチです。 現在 3名の 外国の方々の 協力も お願いしています。 

 
月曜日と 金曜日 

8----16 時 週 14 時間労働。 

GH の介護職 勤務です。 

メキシコ国籍 

CRUZ ｸﾙｰｽﾞさん。 

42 歳。 

 

 

 

土曜日 6 時間 

日曜日 8 時間 

週 14 時間労働。 

西モンゴル出身 中国籍 

24 歳。富山医科大 医師博

士コース 1 年生。 

GH の介護職。 

YU  ウ さん。 

 
 
毎日 7 時間勤務 

週 5 日間 週 35 時間労働。 

主に デイサービスお茶の

間の 調理と介護職。 

写真=右 

インドネシア国籍 

MAIVA 山本メイさん。 

介護職員への 応募を ぜひ お願いします。 

週 1 日でも 2 日でも 年齢不問で 募集しています。フルタイムは、もちろん大歓迎です。 

 

ハローワークへ 提出中の  求人票です。 

応募される場合 ハローワークの紹介状の交付を 受けてください。 

求人番号   16070-1558081       ﾊﾟｰﾄ タイム  ショートステイ 夜勤専門 

求人番号   16070-1454381       パートタイム  グループホーム 調理員 

求人番号   16070-1453081       パートタイム  グループホーム 夜勤専門 

求人番号   16070-1315381       パートタイム  ショートステイ 土、日、月限定

介護 

求人番号   16070-101530-0       グループホーム介護職 フルタイム 

求人番号   16070-726381         グループホーム介護職 パートタイム 

求人番号   16070-1239481        グループホーム 【有期実習型訓練】施設介護員 

                  当初 3ヶ月間 ジョブ カード作成有り。 

 

                                  Page.3 


