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公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 

選挙管理委員会委員長 髙 木 章 吉 

北海道代議員選挙実行委員会 

委 員長 西 川 雅 浩 

 

平成２５年２月８日付「平成２５－２６年度 北海道代議員選挙に関する公示」に基づく立候補

者は下記の通りです。 

 北海道代議員選挙立候補者 全６名（定数６名） 

杉野 勝美（満６９歳）性別:男性 

（施設名）特別養護老人ホームたいせつの郷 
（現 職）北海道老施協 幹事 

 

 

 

 

 

  

 

山本 進（満５４歳）性別:男性 

（施設名）特別養護老人ホームしゃくなげ荘 
（現 職）北海道老施協 副会長 

 予備代議員候補者  予備代議員候補者 

氏名 施設名 氏名 施設名 

満保 和吉 特別養護老人ホーム富士見園  高畑 訓子 特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘 

 

推薦人氏名（１１人） 推薦人氏名（１０人） 

三浦 睦 特別養護老人ホーム友愛苑 菅原 貢 特別養護老人ホーム帯広至心寮  

五十嵐 貴彦 特別養護老人ホーム剣渕ひらなみ荘 岩上 敏之 養護老人ホーム帯広信楽苑 

波潟 幸敏 特別養護老人ホーム鷹栖さつき苑 原田 順次 特別養護老人ホーム寿楽園 

松野尾 道雄 下川町立特別養護老人ホームあけぼの園 山田 優喜子 特別養護老人ホーム愛仁園 

遠藤 克臣 養護盲人老人ホーム旭光園 井上 松子 本別町特別養護老人ホーム 

安倍 信一 特別養護老人ホーム美瑛慈光園  田中 雅之 養護老人ホームひまわり 荘 

菊地 泰文 愛別デイサービスセンター 樋渡 喜久雄 特別養護老人ホーム帯広慈恩の里 

田村 武寛 特別養護老人ホーム萌寿園 久保 広幸 特別養護老人ホームしらかば苑  

首藤 義範 特別養護老人ホーム枝幸苑 成田 啓介 特別養護老人ホーム札内寮 

水澤 清 特別養護老人ホーム長寿園 高畑 訓子 特別養護老人ホーム新得やすらぎ荘 

板谷 征一 養護老人ホーム敬心園   

（※ 立候補者名の掲載は届出順・敬称略） 

 

 

平成２５－２６年度 北海道代議員選挙立候補者について 

（所信） 
世界に例を見ない高齢社会となった日本では、
国、全国の老人福祉関係者が試行錯誤しながらよ
り良い介護の向上に努めています。しかし、介護
職員の確保や施設の在り方など多くの施策、運営
上の課題もあり、全国老施協の役割はこの課題解
決の第一線の組織として益々重要なものとなっ
ています。これからも高齢者が個人の尊厳を維持
し、住み慣れた地域で安心して毎日を送れる様な
福祉環境を整えるため、北海道の地域的課題そし
て全国共通の課題解決の一助となるべく今般、立
候補した次第です。 

（所信） 
高齢化が進行する我が国において、老人ホームの
果たす役割は非常に大きなものがある。しかしな
がら、現場では職員の離職や人材不足が続いてお
り対策が急がれている。今こそ利用者が安心して
生活できる場、そして職員にとって働きやすい充
実した職場づくりを目指した活動の強化が必要
である。私は、このような趣旨から全国老施協の
活動に貢献したいと考え立候補いたしました。 



 

中田 清（満７２歳）性別:男性 

（施設名）特別養護老人ホーム静苑ホーム 

（現 職）北海道老施協 顧問 

 

 

 

 

  

 

 

三瓶 徹（満６２歳）性別:男性 

（施設名）北広島リハビリセンター特養部四恩園  

（現 職）北海道老施協 会長 

 予備代議員候補者  予備代議員候補者 

氏名 施設名 氏名 施設名 

進藤 恭司 特別養護老人ホーム緑が丘あさひ園  関 勇喜雄 特別養護老人ホーム新篠津福祉園  

 

推薦人氏名（１１人） 推薦人氏名（１１人） 

須貝 真利子 特別養護老人ホームひだまり大麻  関 勇喜雄 特別養護老人ホーム新篠津福祉園  

須貝 真利子 デイサービスセンターひだまり  関 勇喜雄 新篠津デイサービスセンター  

吉谷 敬 江別地域複合型ライフケアセンター夢あかり  三浦 敏人 特別養護老人ホーム聖芳園  

村中 英雄 ケアハウスゆうあい  三浦 敏人 聖芳園デイサービスセンター  

佐藤 泉明 デイサービスセンター友愛江別  渡辺 教円 特別養護老人ホーム厚田みよし園  

中橋 憲昭 特別養護老人ホーム誠志苑  渡辺 教円 厚田みよし園デイサービスセンターしおさい  

中橋 淳一 ケ ア ハ ウ ス の ぞ み 内山 泰博 特別養護老人ホーム石狩希久の園  

中橋 淳一 デイサービスセンターのぞみ  内山 泰博 石狩希久の園デイサービスセンター  

千野 恵美子 ケアハウスサンハイム 伊藤 靖明 特別養護老人ホーム恵望園  

千野 恵美子 サンハイムデイサービスセンター  伊藤 靖明 恵望園デイサービスセンター  

千野 博雅 ケアハウスケアプラゼンテーションサンライズ  高橋 通夫 ケアハウスきたひろしま 

（※ 立候補者名の掲載は届出順・敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所信） 
２０１２年４月の介護保険制度改正、報酬改定
は、施設から在宅へ路線が一段と強化され、私達
には、大変厳しいものとなりました。 
全国老施協が訴える施設も在宅も路線、即ち国民
の声を汲み上げた現場発信の制度へ変えるため
には、社会保障制度改革国民会議等への働きかけ
等平成２５年度は将に正念場を迎えます。この時
に当たり今日までの経験を生かし是非現場の声
を届ける努力をして参りたい。 

（所信） 
 国は認知症高齢者数を昨年３０５万人と発表
し、２０２５年には４７０万人になると推計して
います。このような超高齢社会にあって、特別養
護老人ホームが科学的（根拠ある）介護実践によ
り、地域包括ケアの拠点として社会的役割をはた
すことがますます期待されています。北海道老人
福祉施設協議会の倫理綱領にある道老施協の役
割として、「組織としての自律性と責任を持ち、
事業において抱える課題に積極的に取り組むと
共に、公益性を有する事業への取り組みなど、私
たちの独自性を発揮し、最期まで自分らしく生
き、長寿であることが喜びである福祉社会の実
現」に努めるものです。 



 

津田 利幸（満６５歳）性別:男性 

（施設名）緑が丘老人ホーム 
（現 職）北海道老施協 幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

村上 勝彦（満６８歳）性別:男性 

（施設名）帯広けいせい苑 
（現 職）北海道老施協 顧問 

 予備代議員候補者  予備代議員候補者 

氏名 施設名 氏名 施設名 

大代 貴輝 養護老人ホーム慶和園 辻田 英昭 広尾町立特別養護老人ホーム  

 

推薦人氏名（１１人） 推薦人氏名（１１人） 

武井 光秋 特別養護老人ホーム緑ヶ丘ハイツ 辻田 英昭 広尾町立特別養護老人ホーム  

坂井 信 寿都デイサービスセンター 賀陽 龍司 特別養護老人ホーム上士幌すずらん荘  

坂井 信 特別養護老人ホーム寿都寿海荘  三杉 由美 コムニの里おびひろ 

追立 正夫 デイサービスセンター羊蹄ハイツ 谷 正三 特別養護老人ホーム太陽園 

追立 正夫 特別養護老人ホーム羊蹄ハイツ  藤井 賢嗣 大樹町特別養護老人ホームコスモス苑  

大迫 克司 特別養護老人ホーム一灯園 村上 道隆 コムニの里さらべつ 

大代 貴輝 養護老人ホーム慶和園 近藤 英治 養護老人ホーム普仁園  

大代 貴輝 ユニットケア慶和園 鳥倉 弘之 特別養護老人ホーム中札内恵津美ハイツ 

小笠原 光寛 養護老人ホーム小樽育成院 三好 なおみ 特別養護老人ホーム池田光寿苑  

中畑 英司 泊村特別養護老人ホームむつみ荘 品田 浩三 ケアハウスしほろ愛風苑 

中畑 英司 泊村養護老人ホームむつみ荘  西 由香里 特別養護老人ホーム芽室けいせい苑 

（※ 立候補者名の掲載は届出順・敬称略） 

選挙投開票日：平成２５年３月１２日（火） 

 

（所信） 
 介護保険制度が私共の真摯な努力もあり国民
の中に浸透してきている昨今である。しかしなが
ら厚労省は非合理性や国民、地方の意志に反して
在宅福祉に目を向ける施策にやっきである。 
 私共が長年培ってきた施設福祉の各分野にお
ける専門性を一層国民の理解を得て、制度の中で
施設福祉が重要であるかを認識させる努力が必
要である。社会福祉法人の存在意義も含めて、そ
の推進の一助になればと考えている。 

（所信） 
平成９年、介護保険導入３年前、国の「特養入退
所モデル事業」を実施、軽度の人の在宅復帰に取
り組みました。帰れません。復帰を支えるサービ
スがありませんでした。今、入居者は重度化し、
世帯構成、人口構造の激変、地域包括ケアシステ
ムだけで在宅生活を支えることはできません。そ
れは高齢者の多様な生活の平均でのサービス体
系だからです。そこを補完する拠点施設、地域に
戻す高機能施設の推進を計っていく所存です。 


