
 
 
 
 
 
 
 

一般社団法人 

北海道認知症グループホーム協会 

 

 

 

平成２６年度 

 

 

定時総会 

 

 

 

 

 

議 案 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年５月２６日(月) １５：００ 
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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２５年度事業報告 

〔報告第２号〕 平成２５年度決算報告 

〔報告第３号〕 平成２５年度監査報告 

 
  ２）協議事項 
 
   〔第１号議案〕 理事の選任について 

〔第２号議案〕 監事の選任について 
 

５  閉 会 

 

 



〔報告第１号〕 

平成２５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２５年５月２３日 
         場所 札幌市ボランティア研修センター 第１研修室 
         参加者 社員総数４１５名中３２６名出席 
              （内 書面表決 １１２名、議決権の授与 １６７名） 
         内容 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 
 
    第２回  日時 平成２６年３月２６日 
         場所 札幌千代田ビル 
         参加者 社員総数４１９名中２６３名出席 
              （内 書面表決 １０１名、議決権の授与 １１８名） 
         内容 報告第１号 平成２５年度事業実施中間報告 

報告第２号 平成２５年度会計収支状況報告 

         第１号議案 平成２６年度事業計画（案） 

            第２号議案 平成２６年度収支予算（案） 
            第３号議案 災害時における広域応援に関する協定の締結について  

          
２）業務執行理事会の開催 
 

第１回  日時 平成２５年５月８日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 定時総会 基調講演「４年目の提言」の件 
   若年認知症研修の件 

        その他 
 
第２回  日時 平成２５年１０月１９日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 理事会議案上程事項の件 
   ブロック活動費の導入について 
   災害支援ネットワーク組織（基金） 
   その他 

 
第３回  日時 平成２６年２月１９日 
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    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 

 
３）理事会の開催 
 

臨時理事会 
日時 平成２５年９月９日 

     場所 広井ビル１階 会議室 
出席者１６名中１３名参加 
議案 報告事項 各委員会報告他 

        説明事項 ブロック活動費の導入実現に向けた説明 

             災害支援ネットワーク組織（基金）の創設について 

        その他 

 
第１回  日時 平成２５年１０月２９日 

場所 広井ビル １階会議室 
出席者１６名中１２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 
             規定等について 
             ブロック活動費の導入について 
             災害支援ネットワーク組織（基金）の創設について 
             その他 
 

第２回  日時 平成２６年３月５日 
場所 広井ビル １階会議室 
出席者１６名中１４名 
議案 定時総会の議案上程事項の件 
   ブロック活動運営費について 

コーディネーター委員の資格について 
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２５年４月１８日 
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内容 総会議案書について 
理事全員賛成 

 
日時 平成２５年５月１０日 
議案 若年認知症研修の開催について 

理事全員賛成 
 
         日時 入会申込のあった翌月等 
         議案 会員入会の承認について 
            理事全員賛成 

 
４）監査の実施 

  
 平成２５年４月１７日 監事監査実施 

（隔月にて会計事務所が巡回監査を実施） 
 

５）ブロック懇話会（事業計画外） 
 

      平成２７年度の介護保険制度及び報酬改定に向け意見交換のため、各ブロッ

ク（１０ブロック）にて懇話会の開催 
 

2．各委員会報告 

 
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２５年８月７日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 自主研修収支状況について 
会員状況について 
選挙管理委員会の立ち上げ（会長候補者選挙）について 
ブロック活動費の導入実現に向けた検討 
 （ブロック助成金、協会版・ブロックキャリアパス事業（仮

称）及び 「災害支援ネットワーク組織（基金）の創設」

について） 
規定等について 
その他 

 
第２回  日時 平成２５年９月９日 

場所 広井ビル 事務所 
内容 規定等について 
              

第３回  日時 平成２５年９月２０日 
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     場所 広井ビル 事務所 
内容 規定等について 

 
第４回  日時 平成２５年１０月２９日 

場所 広井ビル 事務所 
内容 理事会対応について（規程の精査） 

その他 
 

第５回  日時 平成２５年１１月１３日 
場所 広井ビル 事務所 
内容 平成２６年度総務委員会予算要求について 
   ブロック活動費について 
   ブロック選出理事定数について 
   その他 

 
第６回  日時 平成２６年１月１６日 

場所 広井ビル 事務所 
内容 平成２６年度収支予算について 
   ブロック活動費について 
   その他 

 
②総務委員会の事業 

 
     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）永年勤続表彰 

事例発表北海道大会ｉｎ旭川にて３４名を表彰     
 

ⅳ）会員証の作成発行 
   新規入会した正会員に対して、会員証を発行 
 
ⅴ）規定等の作成 

    一般社団法人として必要な規定を精査し規程集を作成 
 

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２５年６月１８日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 事業所基礎調査について 
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            大空と希望について 
事例発表会について 

  
    第２回  日時 平成２５年７月１９日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 事業所基礎調査について 

大空と希望について 
  
    第３回  日時 平成２５年１０月９日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 事業所基礎調査について 
            大空と希望について 
            事例発表大会について 
            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２５年８月（第８号） ８月２８日発送（約４５０会員） 
       平成２６年３月（第９号） ３月１２日発送（約４５０会員） 
 
    ⅱ）地域づくり（ＳＯＳネットワーク等）支援 

ア）もしも家族が迷子になったら 

「ＳＯＳやまびこネットワークの取り組み」 

平成２５年５月２２日 旭川市 

「おしゃべりサロン」 ４０名 

      イ）「千歳市ＳＯＳネットワーク研修会」 

        主催：千歳市ＳＯＳネットワーク会議 

        平成２５年７月３０日 千歳市 ２００名 

      ウ）「みんなで支え合う見守りＳＯＳネットワーク」 

        平成２５年９月２５日 新ひだか町 ５０名 

      エ）「第３回登別市はいかい高齢者等捜索模擬訓練」 

        主催：登別市 登別市地域包括支援センター 登別市内グループホーム友の会 

平成２５年１０月２２日 登別市 １００名 

      オ）「認知症を学び地域で支えよう」 

        主催：美深町地域包括支援センター 

        平成２６年２月２１日 美深町文化会館 ５０名 

      カ）「江別市認知症多職種連携懇話会」 

        主催：江別市医師会 江別地域ケア連絡会 

        平成２６年２月１３日 江別市民会館 
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キ）「富良野地域で安心して暮らせる地域づくりの為できること」 

        主催：北海道富良野保健所 

        平成２６年３月１２日 富良野市保健センター  

 

    ⅲ）みんなで考える認知症 事例発表北海道大会ｉｎ旭川 
         平成２５年１０月５日（土）（道北ブロック主催） 
          旭川トーヨーホテル 

１２事例、北海道コーディネーター研修修了生 事例発表、 
チェロとピアノのアンサンブル、基調講演 

参加者約４８０名 
      

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 ３月 
         発送事業所数９０９件 回収３２４件 回収率３５％ 
 
 

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２５年４月１１日 

場所 広井ビル 事務所 

内容 各研修について（実践者・管理者・リーダー・自主研修） 
 

第２回  日時 平成２５年９月９日 
場所 広井ビル 会議室 

      内容 平成２５年度前期の評価について 
         平成２６年度の研修について 

（実践者・管理者・リーダー・自主研修） 
         研修関係書類の保管期間について 
 
第３回  日時 平成２５年１２月３日 

場所 広井ビル 事務所 

      内容 平成２６年度の事業計画及び予算の協議について 
 
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25年 5月14日（火）～平成25年 6月10日（月） 

    平成25年 6月10日（月）～平成25年 6月11日（火） 

第２回 平成25年 6月27日（木）～平成25年 7月22日（月） 
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平成25年 7月22日（月）～平成25年 7月23日（火） 

第３回 平成25年 7月16日（火）～平成25年 8月 8日（木） 

平成25年 8月 8日（木）～平成25年 8月 9日（金） 

第４回 平成25年 8月20日（火）～平成25年 9月17日（火） 

平成25年 9月17日（火）～平成25年 9月18日（水） 

開催場所  第１回 札幌   第２回 帯広   第３回 旭川   第４回 苫小牧 

参加定員（各回） 実践者８０名     管理者４０名 

参加者  第１回 実践者５９名 管理者４２名 

第２回 実践者８５名 管理者５６名 

第３回 実践者７６名 管理者５５名 

第４回 実践者６８名 管理者３０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 

 

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25年 5月28日（火）～平成25年 7月19日（金） 

第２回 平成25年 9月 2日（月）～平成25年10月21日（月） 

第３回 平成25年11月18日（月）～平成26年 1月 7日（火） 

開催場所  第１回 北見   第２回 釧路   第３回 札幌 

参加定員（各回） ４０名 

参加者  第１回 ２３名  第２回 ２３名  第３回 ５７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）若年認知症研修の開催（事業計画外） 

項目 内容 

開催日  平成25年 7月 3日（水） 

開催場所  札幌 

講師 武田 純子 氏（看護師／認知症介護指導者 等） 

参加定員 １００名 

参加者  ６２名 

内容 『若年認知症のケアについて』 

 

ⅳ）ターミナルケア研修Ⅰの開催 

項目 内容 
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開催日  平成25年 9月28日（土） 

開催場所  札幌 

講師 柴田 岳三 氏（医師 等） 

武田 純子 氏（看護師／認知症介護指導者 等） 

参加定員 １００名 

参加者  １１２名 

内容 『看取りの基本的な考え方と心構え』 
『介護施設での看取り（病院、ホスピス、家との違い）』 

 

ⅴ）計画作成担当者研修の開催 

項目 内容 

開催日  平成25年12月 6日（金） 

開催場所  札幌 

講師 釜谷 薫 氏（看護師／介護支援専門員／認知症介護指導者 等）

参加定員 １００名 

参加者  １４３名 

内容 『ケアマネジメントの基本と過程』 
『サービス計画書の種類と基本的性格及び留意点』 

『ニーズの捉え方とアセスメント』 

『質疑応答』 

 

ⅵ）ターミナルケア研修Ⅱの開催 

項目 内容 

開催日  平成26年1月18日（土） 

開催場所  札幌 

講師 柴田 岳三 氏（医師 等） 

武田 純子 氏（看護師／認知症介護指導者 等） 

参加定員 １００名 

参加者  ９１名 

内容 『看取り（重度認知症）の支援方法』 
『医療との連携について』 

『具体的な事例から考える』 

 

 

ⅶ）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。 

      参加定員（各回） 開設者４０名 管理者６０名 
開設者研修 第１回（平成 25 年 6 月 3 日（月）～ 5 日（水）） 参加者 6 名 

管理者研修 第１回（平成 25 年 6 月 18 日（火）～19 日（水））  参加者 49 名 

開設者研修 第４回（平成 26 年 2 月 3 日（月）～ 5 日（水）） 参加者 8名 
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管理者研修 第４回（平成 26 年 2 月 27 日（木）～28 日（金）） 参加者 43 名 

 

 

 

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２５年７月８日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 平成２５年度管理者パワーアップ研修の内容について 
            次期コーディネーター委員の選出について 
             
     第２回 日時 平成２５年８月５日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 北海道大会事例発表について 

        次期コーディネーター委員の選出について 
            今後のコーディネーターの展望について 
 
     第３回 日時 平成２５年９月５日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 管理者パワーアップ研修（コーディネーター 

フォローアップ研修）内容の打ち合わせについて 
            北海道大会コーディネーター事例発表内容について 
            次期コーディネーター選出方法について 
 
     第 4 回 日時 平成２５年１２月９日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 平成２５年度活動内容の報告・反省 
            平成２６年度活動計画 
 
 

②北海道認知症コーディネーター委員会の事業 
 
     ⅰ）管理者パワーアップ研修（北海道コーディネーター・フォローアップ研修） 

項目 内容 

開催日  平成25年11月6日（水）～ 平成25年11月7日（木） 

開催場所  札幌 

講師 坂井 礼子 氏（ビジネスマナー研修等 講師） 

参加者  ５６名 

内容 『接遇マナーで自分が変わる、メンバーが変わる』 
『職場・チーム力向上のためのリーダーの役割』 
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５）選挙管理委員会の運営 

    

①会長候補者選挙の実施 

   平成２５年１２月１日 公示 

   平成２６年１月４日  定員１名のところ立候補者１名のため、無投票によ

り会長候補者当選者を 有限会社グッドライフ 宮

崎直人 とする。      
 

 

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西胆振保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療専門部会 委員委嘱（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 
⑤第１回全国フォーラムｉｎ東京にて事例を発表 

 
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 

 ⅰ）認知症介護実践者研修の開催（北見／函館／旭川） 

 ⅱ）認知症対応型サービス事業管理者研修の開催（北見／函館／旭川） 

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）介護事業者向け研修会～介護報酬改定を一年後にひかえて～の開催 

③認知症介護指導者ネットワーク北海道・札幌市支部 

 「認知症介護実践リーダー研修＆指導者フォローアップ研修会」の後援 
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第４期

財　務　諸　表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26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 26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

22,225,897 8,790,11831,016,015現金預金  

143,125 19,397162,522仮払金  

22,369,022 8,809,51531,178,537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  

22,419,022 8,809,51531,228,537資産合計  

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

474,514 △188,461286,053未払金  

182,423 △80,446101,977預り金  

0 36,00036,000仮受金  

656,937 △232,907424,030流動負債合計  

2. 固定負債

0 00固定負債合計  

656,937 △232,907424,030負債合計  

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

21,762,085 9,042,42230,804,5072.一般正味財産

21,762,085 9,042,42230,804,507正味財産合計  

22,419,022 8,809,51531,228,537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 25年  4月  1日 から平成 26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  

12,960,000 332,00013,292,000  正会員受取会費

145,000 15,000160,000  賛助会員受取会費

13,105,000 347,00013,452,000受取会費計  

事業収益  

15,315,190 1,067,81016,383,000  事業収益

1,470,000 01,470,000  受託料収入

16,785,190 1,067,81017,853,000事業収益計  

雑収益  

699 △9690  受取利息

133,227 119,499252,726  雑収益

133,926 119,490253,416雑収益計  

30,024,116 1,534,30031,558,416経常収益計  

経常費用(2)

事業費  

1,386,760 △297,7501,089,010  旅費交通費

492,576 △79,737412,839  通信運搬費

78,680 △78,6800  消耗什器備品費

181,370 △40,491140,879  消耗品費

928,380 △27,384900,996  印刷製本費

2,378,000 681,0003,059,000  諸謝金

560,000 0560,000  支払助成金

979,855 △56,955922,900  会場費

532,420 244,470776,890  手数料

70,553 △10,81259,741  雑費

7,588,594 333,6617,922,255事業費計  

管理費  

7,145,948 101,0507,246,998  給料手当

10,305 3,37513,680  福利厚生費

1,027,429 △18,2101,009,219  法定福利費

1,263,760 604,0201,867,780  会議費

67,275 △67,2750  交際費

363,640 115,040478,680  旅費交通費

538,646 12,683551,329  通信運搬費

263,593 △21,486242,107  消耗品費

201,612 152,703354,315  印刷製本費

130,924 △450130,474  光熱水料費

920,208 2,191922,399  賃借料

115,200 △45,20070,000  租税公課

401,000 6,000407,000  支払負担金

130 △1300  資料図書費

1,142,925 137,9001,280,825  手数料・委託料

5,180 13,75318,933  雑費

13,597,775 995,96414,593,739管理費計  

21,186,369 1,329,62522,515,994経常費用計  

8,837,747 204,6759,042,422評価損益等調整前当期経常増減額  

8,837,747 204,6759,042,422当期経常増減額  

2. 経常外増減の部

経常外収益(1)

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

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  

8,837,747 204,6759,042,422税引前当期一般正味財産増減額  

8,837,747 204,6759,042,422当期一般正味財産増減額  

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

21,762,085 9,042,42230,804,507一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  

21,762,085 9,042,42230,804,507Ⅲ 正味財産期末残高
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（単位：円）平成 25年  4月  1日 から平成 26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

13,292,000 △234,00013,058,000

  

正会員会費収入

160,000 △15,000145,000

  

賛助会員会費収入

13,452,000 △249,00013,203,000会費収入計  

事業収入②

16,383,000 △4,454,00011,929,000

  

事業収入

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

  

受託料収入

17,853,000 △4,444,00013,409,000事業収入計  

雑収入③

690 △190500

  

受取利息収入

252,726 △133,626119,100

  

雑収入

253,416 △133,816119,600雑収入計  

31,558,416 △4,826,81626,731,600  事業活動収入計

2. 事業活動支出

事業費支出①

1,089,010 209,8901,298,900

  

旅費交通費支出

412,839 144,361557,200

  

通信運搬費支出

140,879 124,403265,282

  

消耗品費支出

900,996 35,629936,625

  

印刷製本費支出

3,059,000 5,0003,064,000

  

諸謝金支出

560,000 0560,000

  

助成金支出

922,900 1,245,3202,168,220

  

会場費支出

776,890 1,110778,000

  

手数料支出

59,741 127,472187,213

  

雑支出

7,922,255 1,893,1859,815,440事業費支出計  

管理費支出②

7,246,998 974,0028,221,000

  

給料手当支出

13,680 32014,000

  

福利厚生費支出

1,009,219 314,7811,324,000

  

法定福利費支出

1,867,780 △207,9801,659,800

  

会議費支出

0 68,00068,000

  

交際費支出

478,680 △116,680362,000

  

旅費交通費支出

551,329 △58,229493,100

  

通信運搬費支出

0 50,00050,000

  

消耗什器備品費支出

242,107 42,161284,268

  

消耗品費支出

354,315 △102,939251,376

  

印刷製本費支出

130,474 △2,074128,400

  

光熱水料費支出

922,399 △2,191920,208

  

賃借料支出

70,000 70,200140,200

  

租税公課支出

407,000 1,000408,000

  

負担金支出

1,280,825 462,0751,742,900

  

手数料支出

18,933 78,12397,056

  

雑支出

14,593,739 1,570,56916,164,308管理費支出計  

22,515,994 3,463,75425,979,748  事業活動支出計

9,042,422 △8,290,570751,852事業活動収支差額  

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

0 00  投資活動収入計

2. 投資活動支出

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

9,042,422 △8,290,570751,852当期収支差額  

21,712,085 144,26821,856,353前期繰越収支差額  

30,754,507 △8,146,30222,608,205次期繰越収支差額  
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〔第１号議案〕 
理事の選任について 

 
    本定時総会の終結の時をもって、現理事１６名が任期満了となりますので、理事

の選任をお願いするものです。 

    理事候補は以下をご確認下さい。 

     

氏 名 所   属 選出区分 

 宮崎 直人 有限会社 グッドライフ 会長候補者選挙 

 中村 久子 株式会社 ケアサービスドウナン 会長候補者選挙 

 小原 陽一 有限会社 パートナーステーション 会長候補者選挙 

 芳賀 康夫 有限会社 ケアネット 会長候補者選挙 

○ 加藤 浩志 サテラホーム 有限会社 札幌ブロック 

 寺澤 道恵 株式会社 橙果舎 道央ブロック 

○ 福島 誠一 総合ケアサービス 有限会社 後志ブロック 

 髙橋 芳美 有限会社 やすらぎ 空知ブロック 

 平山 洋一 有限会社 ウジャト 道南ブロック 

 釜谷 薫 有限会社 ライトマインド 日胆ブロック 

 木村 正子 有限会社 グループホームあさひの里 十勝ブロック 

○ 板谷 俊英 株式会社 育成 道東ブロック 

○ 西塔 昭代 有限会社 ぞう 道北ブロック 

 髙橋 佳三 有限会社 ラポートケア オホーツクブロック  

 井出 訓 放送大学 

 瀬戸 雅嗣 北海道デイサービスセンター協議会 

○ 小泉 昭江 北海道介護福祉士会 

外部理事 

   ○印は新任者 
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〔第２号議案〕  

監事の選任について 
 
    本定時総会の終結の時をもって、現監事２名が任期満了となりますので、監事の

選任をお願いするものです。 

    監事候補は以下をご確認下さい。 

 

 

氏 名 所   属 

 姉崎 重延 有限会社 プラクティス 

 下川 孝志 有限会社 静内ケアセンター 

○ 及川 雅裕 特定非営利活動法人 リスペクト 

   ○印は新任者 
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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 保健福祉局 

 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 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・総務 

（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 北海道デイサービスセンター協議会 

 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２６年３月３１日現在 
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会員状況 
                    平成２６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 １６ ５ ４１９ 
賛助会員 ９ ８ ３０ 

９１７ 
 

※ 正会員加入率４５．７％ 
※ 平成２５年３月３１日における北海道のＧＨ数 ８８５ 

 
 
 
 
 

ブロック別 正会員状況 

ブロック 
Ｈ２５．３月末日

会員数 
入会数 退会数 会員数 事業所数 加入率 

札幌 103 2 2 103 260 39.6%

道央 11 1 0 12 45 26.7%

後志 21 1 1 21 58 36.2%

空知 21 2 0 23 63 36.5%

道南 40 3 0 43 85 50.6%

日胆 50 1 1 50 77 64.9%

十勝 15 2 0 17 73 23.3%

道東 41 3 0 44 53 83.0%

道北 64 0 1 63 138 45.7%

オホーツク 42 1 0 43 65 66.2%

合  計 408 16 5 419 917 45.7%

 
 
 

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２６年５月１２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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