令和元年度 事業附属明細書
令和元年度通常総会

令和元年５月２６日(日)
於 グランドパーク小樽 ５階 樹林
全道会員８０２名中、書面行使３０５名、代理行使者１６１
名、出席者１７２名、合計６３８名
日整報告
北整報告
１．令和元年度 事業計画説明
２．令和元年度 予算説明
議
事
第１号 議案 平成３０年度事業報告
第２号 議案 平成３０年度決算報告及び財産目録について
第３号 議案 監査報告
第４号 議案 役員改選
の議題を審議しました。

新年交礼会

令和２年１月１１日（土）於 ロイトン札幌
来賓７６名 会員５０名 合計１２６名出席
対外的に業界のピーアール及び親睦を深めるために関係機関
及び全道ブロック会長・副会長・道部員の出席をもって行い
ました。

定款第３条及び第４条に基づく執行事業内容
１．柔道整復師の医学的研究に関する事業
(公社)日本柔道整復師会
第４８回 北海道学術大会

令和元年７月２８日（日）於 札幌コンベンションセンター
特別講演（一般公開講座）「近年の災害医療活動」国立病院機
構災害医療センター 副災害医療部長・厚生労働省ＤＭＡＴ事
務局次長 近藤 久禎 先生
研究論文発表１３題、実技発表８題、物理理学療法の実際と実技
２題、附属北海道柔道整復専門学校学生による論文発表５題
来賓２６名、会員３３０名、研修員４３名、学生８１名、一般
２名 合計４８２名が出席し開催しました。

２．柔道整復師の普及啓蒙に関する事業
柔道整復師養成校の優等卒業
生に対する会長賞の授与

附属北海道柔道整復専門学校と北海道メディカル・スポーツ専
門学校柔道整復師学科、札幌スポーツ＆メディカル専門学校柔
整科へ授与しました。

第２８回北整北海道少年柔道大会

令和元年８月４日（日）於 旭川市総合体育館
全道１１ブロックより２５チーム出場
優 勝 山下道場（名寄Ａ）
第２８回日整全国少年柔道大会へ出場予定でしたが、台風の
被害が広域にわたり甚大であることから、大会が中止となりま
した。
準優勝 十勝選抜Ａ（十勝Ａ）
第３位 光洋館工藤道場（函館Ａ）
第３位 尚志館當摩道場 （日胆Ａ）

第９回北整北海道少年柔道
形競技会

令和元年８月４日（日）於 旭川市総合体育館
札幌・函館・滝川・十勝・釧路・北見・旭川・名寄の８ブロックが
出場しました。
優 勝 光洋館工藤道場（函館）
準優勝 北見なかざわ道場（北見）
第９回日整全国少年柔道形競技会へ出場予定でしたが、台
風の被害が広域にわたり甚大であることから、大会が中止とな
りました。
第３位 十勝（十勝）

第２１回(一社)北海道柔道連
盟ジュニア・ロシア少年親善交
流（共催）

令和元年８月２９日（木）〜 ９月５日（木）
於 ロシア・サハリン州
親善交流に加えて、第６回講道館柔道創設者加納治五郎師範サ
ハリン州来島記念柔道大会がスポーツ庁からの助成金を活用
することができ、合同で開催されました。
北整、北海道柔道連盟より指導者・コーチ８名、選手２５名が
参加し、国際交流・各関係機関への表敬訪問、柔道実技指導と
国際柔道大会を行いました。

３．柔道整復師の資質の向上に関する事業
第４２回北整柔道大会

令和元年８月４日（日）於 旭川市総合体育館
団体戦（紅白戦）
７対５で白軍（滝川・十勝・釧路・北見・旭川・名寄ブロック
代表選手）が優勝しました。
紅軍（札幌・小樽・函館・日胆・岩見沢ブロック代表選手）
個人戦
優勝 ２０〜３０代の部 西尾 義裕 会員（北見）
４０代の部
佐藤 裕美 会員（北見）
５０代の部
高橋 一夫 会員（札幌）
第４３回日整全国柔道大会１０月１４日(月･祝) 於 講道館
北海道代表選手には以下の会員を派遣出場予定でしたが、台風
の被害が広域にわたり甚大であることから、大会が中止となり
ました。
先鋒２０代 茂手木賢人 会員（北見）
次鋒３０代 阿久津 悟 会員（北見）
中堅３０代 西尾 義裕 会員（北見）
副将４０代 佐藤 裕美 会員（北見）
大将５０代 高橋 一夫 会員（札幌）

４．柔道整復師の指導に関する事業
新入会員指導講習会

新入会員に対し保険取り扱い・申請手続き等の指導講習会を事
業報告書の通り７回行いました。

ブロック指導講習会

全道１１ブロック会員に対し柔道整復師に関する法規及び各
種保険の取り扱いについて保険協定及び保険業務に関する指
導講習会を事業報告書の通り行いました。

５．保険制度の普及に関する事業
保険実務指導

新入会員に対し保険実務講習会を開催し保険業務の修得を目
的とした指導を事業報告のとおり９回行いました。

保険事務連絡会議

令和元年６月９日（日）
全道１１ブロック保険指導員に対し令和元年度の保険取り扱
いの留意事項について指導及び確認をしました。

６．会員の相互扶助に関する事業
日整グループ保険への加入及び
柔整師責任賠償保険等の推進

日整グループ保険及び柔整師責任賠償保険等の会員へ加入及
び推進をしました。

公益社団法人北海道柔道整復師
会の会費等に関する規則第 4 条及
び第５条の実施

会員の会費免除及び入会金の減免について実施しました。

定款施行細則第７章第２０条の
実施

会員ご家族４名・会員１８名に弔慰金を贈りました。
事業報告１４ページ参照

７．広報の発行に関する事業
会報の発行

通常総会・学術大会・柔道大会・特別学会・ボランティア報告・
国際交流・新年交礼会等、会員の入会・退会等異動についてな
ど業会の対社会的ピーアールとして、第１６６号、第１６７号、
第１６８号の合計３号の会報発行をしました。

８．会附属北海道柔道整復専門学校の運営に関する事業
柔道整復師の養成

柔道整復師の人格育成を行ない社会福祉と国民医療の向上を
目的として行いました。

研修所（ハピネ）の運営

会附属柔道整復専門学校生の実習及び研修を行いました。

第５２回全国柔道整復学校協会
柔道大会

令和元年８月６日（火）東京都にて開催されました。
会附属柔道整復専門学校の男子の柔道部が出場しました。
男子１部リーグ ２戦目３勝４敗で敗退。

全国柔道整復学校協会教員研修会

令和元年８月２４日（土）
・２５日（日）
宮城県仙台市にて開催されました。
附属柔道整復専門学校教員の研修を行いました。

第３４回卒後教育講演会の実施

令和元年２月１６日（日）
会附属柔道整復専門学校の卒業生等に対し生涯学習の一環と
して講演会を行いました。

９．災害対策及びボランティアに関する事業
災害時救護活動訓練

北海道総合防災訓練
(１)災害時避難所運営訓練①令和元年１０月１８日（金）弟子
屈消防署②令和元年１０月１９日（土）紋別生涯学習センター、
２箇所において応急救護所を設営し負傷者へ応急処置訓練を
行いました。

(２)北海道防災会議幹事会
１９日（木）

第二水産ビル 令和元年１２月

整骨・接骨院防犯ステーション
活動

全道８０７施術所において防犯ステーション活動を行い、各ブ
ロックにおいて地域社会の安全のため防犯訓練を行いました。

整骨・接骨北海道 Friends 活動

スポーツ大会での医療救護や地域の団体への健康に対する講
演活動などを行いました。

１０．その他目的を達成するために必要な事業
介護保険に関する活動の推進

各ブロックにおいて機能訓練指導員認定柔道整復師のフォロー
アップ講習会を行なうなど介護保険に関する活動及び教育を
行いました。

(公社)北海道柔道整復師会認定
スポーツトレーナーフォローアップ
講習会

令和元年７月６日（土）
・令和元年７月７日（日）
「スポーツマッサージ＆ストレッチ」
、
「トレーニング＆テーピング」
筑波大学 人間総合科学研究科 スポーツ医学専攻 教授 白木 仁
先生、杏文学園東京柔道整復専門学校 講師 真田 和俊 先生
於 北整会館 ４階 大講堂
会員３９名・研修員１２名 合計５１名が出席し開催しました。

１１．会

議

理事会（８回）

平成３１年４月２０日（土）
日整関係報告・北整関係報告
新入会員の承認について
平成３０年度事業報告について
平成３０年度決算報告について
平成３０年度会計・業務監査報告
本部提出議案について
通常総会について
第２８回北整北海道少年柔道大会･第９回北整北海道少年柔道
形競技会及び第４２回北整柔道大会について
ボランティア表彰について
附属北海道柔道整復専門学校学則の一部変更について
職員の服務規程について
を個別に審議しました。
令和元年５月２５日（土）
日整関係報告・北整関係報告
新入会員の承認について
通常総会について
次期通常総会について
研修員制度について
入学希望者の紹介について
職員の給与規程について
認定スポーツトレーナー講習会について
を個別に審議しました。

令和元年５月２６日（日）
会長・副会長の選任について
日整代議員（補欠日整代議員含む）の選出について
を個別に審議しました。
令和元年６月２９日（土）
日整関係報告・北整関係報告
新入会員の承認について
公益社団法人日本柔道整復師会第４８回北海道学術大会について
第２８回北整北海道少年柔道大会･第９回北整北海道少年柔道
形競技会及び第４２回北整柔道大会について
令和３(２０２１)年度北整柔道大会開催地について
柔道大会等の旅費交通費について
を個別に審議しました。
令和元年８月３日（土）
日整関係報告・北整関係報告
新入会員の承認について
第２８回北整北海道少年柔道大会･第９回北整北海道少年柔道
形競技会及び第４２回北整柔道大会について
ニトリレディースについて
を個別に審議をしました。
令和元年１２月１４日（土）
日整関係報告・北整関係報告
上半期会計監査報告
新入会員の承認について
新年交礼会について
令和２年 年間行事について
学術大会・柔道大会日程について
札幌・岩見沢ブロック合併案について
附属養成校の運営について
を個別に審議しました。
令和２年１月１１日（土）
日整関係報告・北整関係報告
令和２年 年間行事について
附属養成校の運営について
札幌・岩見沢ブロック合併案について
を個別に審議しました。
令和２年３月２０日（金･祝）
日整関係報告・北整関係報告
新入会員の承認について
令和２年度事業計画案について
令和２年度予算案について
通常総会について
表彰対象者の承認について
北整会費未納者の扱いについて
北整会費免除者の承認について
附属養成校教員の採用について
選挙管理委員について
匠の技伝承プロジェクトについて
を個別に審議しました

総務部会

令和元年６月２日（日）学術大会・柔道大会・特別学会・新年
交礼会等また他の部に属さない年間事業活動の打ち合わせ・
確認会議を行いました。

保険部会

令和元年６月２日（日）法規・各種保険・介護保険・保険協定
及び保険業務等に関する会議、介護保険について、保険事務連
絡会議及び本部保険指導講習会日程・内容等について会議を行い
ました。

学術部会

令和元年７月２７日（土）（公社）日本柔道整復師会第４８回
北海道学術大会の準備と作業分担の確認、匠の技伝承プロジェクト
について、日本柔道整復接骨医学会について、生涯学習取得報告
及び生涯学習ボランティア活動単位取得報告について、次年度の
学術大会について、北整認定スポーツトレーナー講習会について、
研修員勉強会について会議を行いました。

広報部会

令和元年６月２日（日）今後の活動について、会報の内容・投
稿様式についての確認、年間の活動の確認などの会議を行いま
した。

選挙管理委員会

令和元年５月２６日（日）役員改選手続の確認、役割分担につ
いての確認をしました。

ブロック会長会

令和２年２月１５日（土）各ブロックの活動状況報告、今後の
予定について確認・審議しました。

会員の異動

会員の増減員や物故の状況については、事業報告に詳細に説明
しています。令和元年度における会員・研修員数のブロック別入
会者数と構成員状況についても事業報告を参照して下さい。

