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総 会 次 第 

 

１  開   会 

 

２  会 長 挨 拶 

 

３  議事録署名人選出 

 

４  議 事 

 

１）報告事項 

 

   〔報告第１号〕 平成２４年度事業報告 

   〔報告第２号〕 平成２４年度決算報告 

   〔報告第３号〕 平成２４年度監査報告 
 
５  閉 会 

 

 



〔報告第１号〕 

平成２４年度事業報告 

 

1．会務の運営 

 

１）総会の開催 
 

    第１回  日時 平成２４年５月２４日 
         場所 札幌千代田ビル 
         参加者 社員総数４０８名中２９８名出席 
              （内 書面表決 １０７名、議決権の授与 １５３名） 
         内容 報告第１号 平成２３年度事業報告 
            報告第２号 平成２３年度決算報告 
            報告第３号 平成２３年度監査報告 
 
    第２回  日時 平成２５年３月２７日 
         場所 札幌千代田ビル 
         参加者 社員総数４０９名中３０３名出席 
              （内 書面表決 ９７名、議決権の授与 １６５名） 
         内容 報告第 1号 平成２４年度事業実施中間報告 

報告第２号 平成２４年度会計収支状況報告 

         第１号議案 平成２５年度事業計画（案） 

            第２号議案 平成２５年度収支予算（案） 
            第３号議案 その他 

          
２）業務執行理事会の開催 
 
第１回  日時 平成２４年１０月１５日 

    場所 広井ビル 事務所 
内容 理事会議案上程事項の件 

        その他 
 
第２回  日時 平成２５年２月２０日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 理事会議案上程事項の件 
 

３）理事会の開催 
 
第１回  日時 平成２４年３月３０日 

場所 かでる２・７ ８２０研修室 
出席者１７名中１５名参加 
議案 審議事項 

- 1 -



代表理事１名の選定の件 
    役割分担の件 
    会員入会の承認の件 

 
第２回  日時 平成２４年１０月２９日 

場所 広井ビル １階会議室 
出席者１６名中１４名参加 
議案 報告事項 

会長報告 
会務の運営 
総務委員会の運営 
事業委員会の運営 
研修委員会の運営 
北海道認知症コーディネーター委員会の運営 
上半期決算報告 
その他 

            審議事項 
             その他 
 

第３回  日時 平成２４年３月５日 
場所 広井ビル １階会議室 
出席者１６名中１２名 
議案 定時総会の議案上程事項の件 
   その他 

 
みなし理事会 

電子媒体による理事会決議（ＦＡＸ）による 
 
日時 平成２４年４月１９日 
内容 総会議案書について 

理事全員賛成 
 
日時 平成２４年６月１日 
議案 虐待研修（仮）の開催について 

理事全員賛成 
 

日時 平成２４年６月１３日 
議案 （仮）若年認知症研修の開催について 

理事全員賛成 
 

日時 平成２４年８月３１日 
議案 若年認知症研修の内容変更について 

理事全員賛成 
 
         日時 入会申込のあった翌月 

- 2 -



         議案 会員入会の承認について 
            理事全員賛成 

 
５）監査の実施 

  
 平成２４年４月１８日 監事監査実施 

（隔月にて会計事務所が巡回監査を実施） 
 

2．各委員会具体的事業 

 
１）総務委員会の運営 

 
①総務委員会の開催 

 
第１回  日時 平成２４年７月１９日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 理事会規定について 
永年勤続表彰について 
ホームページの運用について 
経理金銭について 
協会事業の進捗状況の確認 
その他 

 
第２回  日時 平成２４年１０月２９日 

場所 広井ビル 事務所 
内容 理事会規定について 
   次年度予算編成について 
           

第３回  日時 平成２５年１月２１日 
     場所 広井ビル 事務所 

内容 平成２４年度事業実績と平成２５年度予算について 
   諸規定について 
   会費未納会員について 

            全国ＧＨ連絡協議会との広域連携について 
            年度内の理事会と総会開催について 
 

第４回  日時 平成２５年２月５日 
場所 広井ビル 事務所 
内容 概算決算見込み報告 

収支予算（案）について 
規定等について 
 

②総務委員会の事業 
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     ⅰ）ホームページの編集・更新 
        行政通知等各種資料・研修会案内・各種調査研究報告等の会員への情報提供  
 
     ⅱ）各ブロック事務局支援 
        各ブロック事務局への助成金の支援 
 
     ⅲ）会員証の作成発行 
 

ⅳ）永年勤続表彰 
認知症ケアと地域づくり事例発表北海道大会にて表彰     

 
    

２）事業委員会の運営 
 
   ①事業委員会の開催 
 
    第１回 日時 平成２４年５月１１日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 各事業の担当者の決定 
           事例発表北海道大会について 
           広報誌の発行について 
           事業所基礎調査について 
           地域づくり（ＳＯＳネットワーク等）支援について 
           その他 
 
    第２回 日時 平成２４年７月１１日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 広報誌の発行について 
           認知症ケアと地域づくり事例発表北海道大会について 
           地域づくり（ＳＯＳネットワーク等）支援 
 
    第３回 日時 平成２４年９月２８日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 認知症ケアと地域づくり事例発表北海道大会について 
           事業所基礎調査について 

地域づくり（ＳＯＳＮＷ等）支援 
理事会への報告事項の確認 

 
    第４回 日時 平成２４年１１月２７日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 事業所基礎調査について 
           北海道大会について 

大空と希望 広報誌について 
来年度の事業委員会の事業計画及び予算について 
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    第５回 日時 平成２５年２月１９日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 大空と希望 広報誌について 
           事業所基礎調査について 
           事例発表北海道大会について 
           平成２５年度 予算について 
           その他 
            

②事業委員会の事業 
 

ⅰ）広報誌「大空と希望」の発行 
       平成２４年８月（第６号） ８月３０日発送（約４５０会員） 
       平成２５年４月（第７号） 平成２５年４月２３日発送（約４４０会員） 
 
    ⅱ）認知症ケアと地域づくり実践事例発表北海道大会 
         平成２４年１０月２７日（土）（札幌・道央ブロック主催、共催） 
          恵庭市民会館 

１４事例、北海道コーディネーター研修修了生 事例発表、 
和太鼓演奏、基調講演 

参加者約２８０名 
 
 
    ⅲ）地域づくり（ＳＯＳネットワーク等）支援 
 

ア）千歳歳市：千歳地域 SOSNW事業運営協議会主催 
「私もできる！地域で見守る SOSNW」研修会 
平成２４年７月２５日 千歳市民文化センター  １６０名参加 

 
イ）伊達市：伊達市福祉部高齢福祉課主催 
「こんにちは、お元気ですか」 

   ～認知症高齢者等徘徊模擬訓練～ 
   平成２４年９月２０日 カルチャーセンター  １７０名参加 
 
ウ）旭川市：旭川市居宅介護支援事業所等連絡協議会主催 
研修会「SOSNWの取り組みと行方不明の事例について」 
平成２４年９月２１日 旭川市勤労者福祉会館  １２０名参加 

 
エ）安平町：安平町健康福祉課 
「地域ネットワーク会議」 
心をつなごう私たちのまち、みんなで創ろうあびらのまち 

           平成２４年１０月５日 早来町民センター  １５０名参加 
 

ⅳ）事業所基礎調査 
         調査票発送１２月  調査票受付締め 1月末日  集計作業２月 
         調査結果一覧表（自由記載含む）ＨＰ公開予定 ３月 
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         発送事業所数８８３件 回収３４５件 回収率３９％ 
 
    ⅴ）長崎火災事故（２月８日）を受けてのアンケート調査実施 
 
 
３）研修委員会の運営 

    

①研修委員会の開催 

 

第１回  日時 平成２４年４月１３日 

場所 広井ビル 事務所 

内容 各研修について 
会員向け研修アンケートの実施について 
今後の研修委員会の時期と内容について 

            その他 
第２回  日時 平成２４年５月２４日 

場所 広井ビル 事務所 

      内容 会員向け研修アンケートの結果協議について 
         その他 
 

第３回  日時 平成２４年１２月３日 
場所 広井ビル 事務所 

      内容 平成２５年度の事業計画及び予算の協議について 
         講師謝金等の規程案について 
 
②研修委員会の事業 

 

ⅰ）認知症介護実践者研修・認知症対応型サービス事業管理者研修の開催 

項目 内容 

開催日  第１回 平成24年 5月15日（火）～平成24年 6月 6日（水） 

    平成24年 6月 6日（水）～平成24年 6月 7日（木） 

第２回 平成24年 8月21日（火）～平成24年 9月12日（水） 

平成24年 9月12日（水）～平成24年 9月13日（木） 

第３回 平成24年11月19日（月）～平成24年12月12日（水） 

平成24年12月12日（水）～平成24年12月13日（木） 

開催場所  第１回 札幌  第２回 苫小牧  第３回 旭川 

参加者  第１回 実践者８７名 管理者６２名 

第２回 実践者６７名 管理者２２名 

第３回 実践者８１名 管理者４８名 

内容 実践者：講義・演習    ４日間 

    他施設実習    １日 

    職場実習     ２週間 

    実習報告まとめ  １日 

管理者：講義演習     ２日間 
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ⅱ）認知症介護実践リーダー研修の開催 

項目 内容 

開催日  第１回 平成24年 9月 3日（月）～平成24年10月19日（金） 

第２回 平成24年10月22日（月）～平成24年12月17日（月） 

開催場所  第１回 旭川   第２回 苫小牧 

参加者  第１回 ３２名  第２回 ２６名 

内容 講義・演習   １０日間 

他施設実習    ３日間 

職場実習     ４週間 

実習報告まとめ  １日 

 

    ⅲ）スタッフ研修の開催 

項目 内容 

開催日  Ⅰ 平成24年 6月29日（金） 

Ⅱ 平成24年 8月 7日（火） 

Ⅲ 平成24年12月 8日（土） 

開催場所  札幌 

参加者  Ⅰ １３０名 

Ⅱ １１５名 

Ⅲ  ９１名 

内容 Ⅰ『「高齢者」心と身体の理解』 

Ⅱ『「脳の働き」疾患別認知症の理解』 

Ⅲ『パーソン・センタード・ケア 認知症の「人」の理解』 

 

    ⅳ）ターミナルケア研修の開催 

項目 内容 

開催日  Ⅰ 平成24年 7月 9日（月）～平成24年 7月10日（火） 

Ⅱ 平成24年10月 1日（月）～平成24年10月 2日（火） 

Ⅲ 平成24年11月29日（木）～平成24年11月30日（金） 

開催場所  札幌 

参加者  Ⅰ １３５名  Ⅱ １２２名  Ⅲ１１０名 

内容 Ⅰ 『その人らしい暮らしを最後まで支えるために』 

～ターミナルケアとは何か～ 

Ⅱ 『その人らしい暮らしを最後まで支えるために 第２部』 

～重症者介護を学ぶ～ 

Ⅲ 『その人らしい暮らしを最後まで支えるために 第３部』 

～重症から終末期へ～ 

     

    ⅴ）ターミナル研修スキルアップ講座の開催 

項目 内容 
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開催日  平成24年 6月25日（月）～平成24年 6月26日（火） 

開催場所  札幌 

参加者  ８４名 

内容 『みんなで考えるターミナルケア』 

～これまでの３回の中から言い残したこと、 

新たに伝えたいことを語ります～ 

～今さら聞けないみんなの疑問をみんなで解決しよう～ 

 

    ⅵ）高齢者虐待に関する研修会の開催（事業計画外） 

項目 内容 

開催日  平成24年 7月15日（日） 

開催場所  帯広 

参加者  １５７名 

内容 『十勝高齢者の虐待の実態』 

『高齢者虐待の状況 

～養介護施設従事者等による高齢者虐待を防ぐために～』 

『職員のストレス』 

 

ⅶ）若年認知症研修会の開催（事業計画外） 

項目 内容 

開催日  平成24年 9月28日（金） 

開催場所  札幌 

参加者  ９４名 

内容 ～地域の皆さんと共に前を向いて一緒に歩きたい理由～ 

『ぼくが前を向いて歩く理由』 

『トークセッション』 

 

ⅷ）受託研修会の開催 

     札幌市より「札幌市認知症対応型サービス事業開設者・管理者研修」を受託 

開設者研修 ２回 （平成 24年 6月 4日（月）～ 6日（水））参加者 １６人 

         （平成 25年 2月 5日（火）～ 7日（木））参加者 １２人 

管理者研修 ２回 （平成 24年 6月 20日（水）～21日（木））参加者 ４１人 

              （平成 25年 1月 17日（木）～18日（金））参加者 ２９人 

 

    ⅸ）グループホームをめぐる苦情に関する研修会の開催（事業計画外） 

北海道福祉サービス運営適正化委員会より、グループホームに対して多数の苦

情が寄せられているという報告を受け昨年度研修会を開催したが、今年度も引

き続き事業者等に対して同研修会を開催。 
北海道福祉サービス運営適正化委員会より苦情解決に関するシステム等の内容
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で講師を招いた。日本認知症グループホーム協会北海道支部との共催。 

参加者 １１９名  開催場所 札幌 

       平成 25年 2月 4日（月） 

 

 

４）北海道認知症コーディネーター委員会の運営 
    

①北海道認知症コーディネーター委員会の開催 
 
     第１回 日時 平成２４年５月９日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 委員長の選出について 
            フォローアップ研修の内容について 
            会員向けの研修について 
            札幌ブロック道央ブロック共催の事例発表について 
 
     第２回 日時 平成２４年７月１１日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 フォローアップ研修の１日目Ｓ・Ａ・Ｇ（セルフアピールゲー

ム）の進行の確認と設問の設定について 
フォローアップ研修の２日目会員向け研修企画立案の進行 

の確認について 
        認知症ケアと地域作り事例発表北海道大会のコーディネーター

の発表内容等について 
            その他 
 
     第３回 日時 平成２４年７月２６日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 フォローアップ研修会の反省について 
            会員向け研修について 

        認知症ケアと地域作り事例発表北海道大会のコーディネーター

の発表内容等について 
            その他 
 
     第４回 日時 平成２４年１０月９日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 認知症ケアと地域作り事例発表北海道大会について 

管理者パワーアップ研修について 
        その他 

 
②北海道認知症コーディネーター委員会の事業 

 
     ⅰ）北海道認知症地域コーディネーター フォローアップ研修 
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項目 内容 

開催日  平成24年7月24日（火）～ 平成24年7月25日（水） 

開催場所  札幌 

参加者  ３２名 

内容 『S・A・G（セルフアピールゲーム）』 

『ネットワークで重度認知症の人を支える』 

『地域活動を考える』 

『会員向け研修 及び 実践発表会発表内容 の企画立案』 

 
     ⅱ）管理者パワーアップ研修 

項目 内容 

開催日  平成24年11月15日（木） 

開催場所  札幌 

参加者  ８０名 

内容 『接遇の基礎を学ぶ』 

『人財育成のためのコーチング』（グループワーク） 

 
 

 

3．関係機関および団体等との連絡調整 
 
  １）北海道担当部局との連携 
 
     ①各種情報提供 
     ②北海道高齢者虐待防止推進委員会 委員委嘱（宮崎会長） 

③北海道地域密着型サービス外部評価審査委員会 委員委嘱（宮崎会長） 
④認知症高齢者グループホーム火災等に対応する全道関係機関・団体連絡協議

会 構成員委嘱（宮崎会長） 
 
２）全国グループホーム団体連合会 
 

  ①団体会員として加盟 
②定期総会へ参加 
③理事会への参加 
④三役会への参加 

 
３）その他団体 

 
①北海道ディサービスセンター協議会との共催にて研修会の開催 

- 10 -



 ⅰ）認知症介護実践者研修の開催（釧路／旭川／函館） 

 ⅱ）認知症対応型サービス事業管理者研修の開催（釧路／旭川／函館） 

②公益社団法人日本認知症グループホーム協会北海道支部との共催にて 

研修会の開催 

      ⅰ）認知症グループホーム職員研修会 

～グループホーム職員による虐待事例をふまえて～の開催 

ⅱ）グループホームをめぐる苦情に関する研修会の開催 

③安平町健康福祉課主催「平成２４年度地域ネットワーク会議」への後援  

④伊達市福祉部高齢福祉課主催「こんにちは、お元気ですか？～認知症高齢者

等徘徊模擬訓練～」への後援 

⑤あいおいニッセイ同和損害保険株式会社「高齢者施設のリスクマネジメント

セミナー」への後援 

⑥あいおいニッセイ同和損害保険株式会社「高齢者施設の大規模災害対策セミ

ナー」への後援 
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第３期

財 務 諸 表

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

〒060-0001

札幌市中央区北1条西7丁目1番地

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会

会長 宮崎 直人

広井ビル3F
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hgc
テキストボックス
〔報告第２号〕



（単位：円）平成 25年  3月 31日 現在

科       目 当 年 度 前 年 度 増   減

Ⅰ 資産の部

1. 流動資産

10,923,464 11,302,43322,225,897現金預金  

2,253,000 △2,253,0000未収金  

341,902 △198,777143,125仮払金  

13,518,366 8,850,65622,369,022流動資産合計  

2. 固定資産

基本財産(1)

0 00基本財産合計  

特定資産(2)

0 00特定資産合計  

その他固定資産(3)

50,000 050,000敷金  

50,000 050,000その他固定資産合計  

50,000 050,000固定資産合計  

13,568,366 8,850,65622,419,022資産合計  

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

445,396 29,118474,514未払金  

180,632 1,791182,423預り金  

18,000 △18,0000仮受金  

644,028 12,909656,937流動負債合計  

2. 固定負債

0 00固定負債合計  

644,028 12,909656,937負債合計  

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

12,924,338 8,837,74721,762,0852. 一般正味財産

12,924,338 8,837,74721,762,085正味財産合計  

13,568,366 8,850,65622,419,022負債及び正味財産合計  

法 人 名：一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会

貸借対照表
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（単位：円）平成 24年  4月  1日 から平成 25年  3月 31日 まで

科       目 当 年 度 前 年 度 増   減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

経常収益(1)

受取会費  

12,680,000 280,00012,960,000  正会員受取会費

120,000 25,000145,000  賛助会員受取会費

12,800,000 305,00013,105,000受取会費計  

事業収益  

15,534,299 △219,10915,315,190  事業収益

1,785,000 △315,0001,470,000  受託料収入

2,253,000 △2,253,0000  補助金 助成金

19,572,299 △2,787,10916,785,190事業収益計  

受取寄付金  

4,090,669 △4,090,6690  受取寄付金

雑収益  

871 △172699  受取利息

50,991 82,236133,227  雑収益

51,862 82,064133,926雑収益計  

36,514,830 △6,490,71430,024,116経常収益計  

経常費用(2)

事業費  

2,516,460 △1,129,7001,386,760  旅費交通費

502,497 △9,921492,576  通信運搬費

0 78,68078,680  消耗什器備品費

109,854 71,516181,370  消耗品費

435,024 493,356928,380  印刷製本費

3,400,000 △1,022,0002,378,000  諸謝金

360,000 200,000560,000  支払助成金

1,950,105 △970,250979,855  会場費

800,740 △268,320532,420  手数料

106,218 △106,2180  資料図書費

59,161 11,39270,553  雑費

10,240,059 △2,651,4657,588,594事業費計  

管理費  

6,990,935 155,0137,145,948  給料手当

10,305 010,305  福利厚生費

943,649 83,7801,027,429  法定福利費

1,927,735 △663,9751,263,760  会議費

25,120 42,15567,275  交際費

335,440 28,200363,640  旅費交通費

409,305 129,341538,646  通信運搬費

13,243 △13,2430  消耗什器備品費

341,865 △78,272263,593  消耗品費

336,000 △336,0000  修繕費

581,936 △380,324201,612  印刷製本費

194,962 △64,038130,924  光熱水料費

1,626,596 △706,388920,208  賃借料

89,950 25,250115,200  租税公課

391,000 10,000401,000  支払負担金

130 0130  資料図書費

1,203,492 △60,5671,142,925  手数料・委託料

25,259 △20,0795,180  雑費

法 人 名：一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会

正味財産増減計算書
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科       目 当 年 度 前 年 度 増   減

15,446,922 △1,849,14713,597,775管理費計  

25,686,981 △4,500,61221,186,369経常費用計  

10,827,849 △1,990,1028,837,747評価損益等調整前当期経常増減額  

10,827,849 △1,990,1028,837,747当期経常増減額  

2. 経常外増減の部

経常外収益(1)

0 00経常外収益計  

経常外費用(2)

0 00経常外費用計  

0 00当期経常外増減額  

10,827,849 △1,990,1028,837,747税引前当期一般正味財産増減額  

10,827,849 △1,990,1028,837,747当期一般正味財産増減額  

2,096,489 10,827,84912,924,338一般正味財産期首残高  

12,924,338 8,837,74721,762,085一般正味財産期末残高  

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0 00当期指定正味財産増減額  

0 00指定正味財産期首残高  

0 00指定正味財産期末残高  

12,924,338 8,837,74721,762,085Ⅲ 正味財産期末残高
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（単位：円）平成 24年  4月  1日 から平成 25年  3月 31日 まで

科       目 予 算 額 決 算 額 差   異 備 考

Ⅰ 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

会費収入①

12,960,000 △124,00012,836,000

  

正会員会費収入

145,000 △25,000120,000

  

賛助会員会費収入

13,105,000 △149,00012,956,000会費収入計  

事業収入②

15,315,190 △4,539,69010,775,500

  

事業収入

1,470,000 10,0001,480,000

  

受託料収入

16,785,190 △4,529,69012,255,500事業収入計  

雑収入③

699 101800

  

受取利息収入

133,227 △53,22780,000

  

雑収入

133,926 △53,12680,800雑収入計  

30,024,116 △4,731,81625,292,300  事業活動収入計

2. 事業活動支出

事業費支出①

1,386,760 110,2401,497,000

  

旅費交通費支出

492,576 103,824596,400

  

通信運搬費支出

78,680 △78,6800

  

消耗什器備品費支出

181,370 16,240197,610

  

消耗品費支出

928,380 △111,113817,267

  

印刷製本費支出

2,378,000 △32,0002,346,000

  

諸謝金支出

560,000 0560,000

  

助成金支出

979,855 1,414,3452,394,200

  

会場費支出

532,420 13,780546,200

  

手数料支出

70,553 67,045137,598

  

雑支出

7,588,594 1,503,6819,092,275事業費支出計  

管理費支出②

7,145,948 1,272,0528,418,000

  

給料手当支出

10,305 3,69514,000

  

福利厚生費支出

1,027,429 184,5711,212,000

  

法定福利費支出

1,263,760 525,2401,789,000

  

会議費支出

67,275 △41,27526,000

  

交際費支出

363,640 △6,520357,120

  

旅費交通費支出

538,646 △226,646312,000

  

通信運搬費支出

0 50,00050,000

  

消耗什器備品費支出

263,593 7,937271,530

  

消耗品費支出

201,612 418,788620,400

  

印刷製本費支出

130,924 37,076168,000

  

光熱水料費支出

920,208 0920,208

  

賃借料支出

115,200 8,200123,400

  

租税公課支出

401,000 1,000402,000

  

負担金支出

130 △1300

  

資料図書費支出

1,142,925 8,7751,151,700

  

手数料支出

5,180 62,09067,270

  

雑支出

13,597,775 2,304,85315,902,628管理費支出計  

21,186,369 3,808,53424,994,903  事業活動支出計

8,837,747 △8,540,350297,397事業活動収支差額  

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

法 人 名：一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会

収支計算書
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科       目 予 算 額 決 算 額 差   異 備 考

0 00  投資活動収入計

2. 投資活動支出

0 00  投資活動支出計

0 00投資活動収支差額  

Ⅲ 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

0 00  財務活動収入計

2. 財務活動支出

0 00  財務活動支出計

0 00財務活動収支差額  

00Ⅳ 予備費支出 －

0

8,837,747 △8,540,350297,397当期収支差額  

12,874,338 △302,07712,572,261前期繰越収支差額  

21,712,085 △8,842,42712,869,658次期繰越収支差額  
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役職 担当委員会 氏名 所属 役員数 選出区分 

名誉会長  林崎 光弘 社会福祉法人 函館光智会 1 

常任顧問 
 

大久保幸積 
社会福祉法人 幸清会 

社会福祉法人 大滝福祉会 

 館石 宗隆 札幌市 東区保健福祉部 

 石川 秀也 学校法人 東日本学園 北海道医療大学 

 武田 純子 有限会社 ライフアート 

 田辺 毅彦 北星学園大学 

顧問 

 西村 敏子 北海道認知症の人を支える家族の会 

6 

 

会長 
総務 

北海道認知症コーディネーター 
宮崎 直人 

有限会社 グッドライフ 

ＧＨ アウル 
1 

会長候補

者選挙 

研修 

（業務執行） 
中村 久子 

株式会社 ケアサービスドウナン 

ＧＨ ハッピードウナン 
副会長 

事業 

（業務執行） 
小原 陽一 

有限会社 パートナーステーション 

ＧＨ 和が家 

2 
会長候補

者選挙 

総務 姉崎 重延 有限会社 プラクティス 
監事 

 下川 孝志 有限会社 静内ケアセンター 
2  

研修 

 
芳賀 康夫 

有限会社 ケアネット 

ＧＨ みやこ 
1 

札幌 

ブロック 

事業 
寺澤 道恵 

株式会社 橙果舎 

ＧＨ こもれびの家 
1 

道央 

ブロック 

総務 
斉藤 英秋 

株式会社 Ｅライフ恵愛 

ＧＨ 恵の森 
1 

後志 

ブロック 

研修 
髙橋 芳美 

有限会社 やすらぎ 

ＧＨ コスモス 
1 

空知 

ブロック 

事業 
平山 洋一 

有限会社 ウジャト 

ＧＨ のぞみ 
1 

道南 

ブロック 

研修 

（業務執行・研修委員長） 
釜谷  薫 

有限会社 ライトマインド 

ＧＨ 花縁 
1 

日胆 

ブロック 

研修 
木村 正子 

有限会社 グループホームあさひの里 

ＧＨ あさひの里 
1 

十勝 

ブロック 

総務 

 
斉藤  裕 

有限会社 ヤマギシ企画  

ＧＨ 入江 
1 

道東 

ブロック 

総務 

（総務委員長） 
森山 伸広 

有限会社 オフィスモリヤマ 

ＧＨ 花 
1 

道北 

ブロック 

事業 

（事業委員長） 
髙橋 佳三 

有限会社 ラポートケア 

ＧＨ 和 
1 

オホーツク 

ブロック 

 瀬戸 雅嗣 社会福祉法人 栄和会 

 井出  訓 放送大学  

理事 

 小澤 典仁 有限会社 オザワプランニング 

3 外部理事 

 
 
 
 
 
 
 

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 役員名簿 

平成２５年３月３１日現在 
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会員状況 
                    平成２５年３月３１日現在 

会員種別 入会数 退会数 会員数 北海道のＧＨ数 
正会員 １５ ８ ４０８ 
賛助会員 ９ ５ ２９ 

８８５ 
 

※ 正会員加入率４６．１％ 
※ 平成２４年３月３１日における北海道のＧＨ数 ８７２ 

 
 
 
 
 
ブロック別 会員状況 

ブロック 事業所数 会員数 加入率 

札幌 258 103 39.9%

道央 44 11 25.0%

後志 58 21 36.2%

空知 59 21 35.6%

道南 78 40 51.3%

日胆 73 50 68.5%

十勝 69 15 21.7%

道東 49 41 83.7%

道北 134 64 47.8%

オホーツク 63 42 66.7%

合  計 885 408 46.1%

 
 
 

参考資料 - 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 議案書 
 

発行日 平成２５年５月９日 
発 行 一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 

             〒０６０－０００１ 札幌市中央区北１条西７丁目１番地 
             広井ビル ３階 
             TEL 011-208-3320 FAX 011-204-7312 
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