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〔報告第３号〕 平成２６年度監査報告 

 
５  閉 会 

 

 



〔報告第１号〕 

平成２６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２６年５月２６日 
         場所 札幌千代田ビル 
         参加者 社員総数４１６名中２７１名出席 
              （内 書面表決 ９４名、議決権の授与 １２７名） 
         内容 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 

            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 
 
    第２回  日時 平成２７年３月３０日 
         場所 札幌千代田ビル 
         参加者 社員総数４２０名中２６１名出席 
              （内 書面表決 １０７名、議決権の授与 ９９名） 
         内容 報告第１号 平成２６年度事業実施中間報告 

報告第２号 平成２６年度会計収支状況報告 

         第１号議案 平成２７年度事業計画（案） 

            第２号議案 平成２７年度収支予算（案） 
          
２）業務執行理事会の開催 
 
第１回  日時 平成２６年１０月７日 

    場所 広井ビル 事務所 
内容 理事会の議案上程事項の件 

 
第２回  日時 平成２７年２月１９日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 理事会の議案上程事項の件 
   

３）理事会の開催 
 
第１回  日時 平成２６年５月２６日 
     場所 札幌千代田ビル 

出席者 理事１７名中１５名参加 
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議案 第１号議案 代表理事１名選定の件 
第２号議案 役割分担の件 
第３号議案 賃金規程の一部改正について 
第４号議案 会員入会の承認について 
第５号議案 ブロック活動費の札幌ブロックの 

謝金の取り扱いについて 
第６号議案 ブロック自主事業の取り扱いについて 

 
第２回  日時 平成２６年１０月７日 

場所 かでる２・７ ７５０研修室 
出席者 理事１７名中１３名参加 
議案 報告第１号 中間報告（平成２６年４月１日～平成２６年９月３０日）  

            第１号議案 ブロック事業について 
            第２号議案 会員の入会について 
            第３号議案 その他 
 

第３回  日時 平成２７年３月５日 
場所 かでる２・７ １１０会議室 
出席者 理事１７名中１５名参加 
議案 第１号議案 災害時における社会福祉施設等の相互支援協定について  

第２号議案 定時総会の議案上程事項の件 
第３号議案 会員入会の承認について 

            第４号議案 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２６年４月２３日 
内容 総会議案書について 

理事全員賛成 
 

         日時 入会申込のあった翌月 
         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２６年４月１６日 監事監査実施 

（隔月にて会計事務所が巡回監査を実施） 
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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２６年５月１４日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 理事会議案について 
 

第２回  日時 平成２６年８月１６日 
場所 かでる２．７ ８１０Ａ会議室 

      内容 自主研修収支状況について 
         会員状況について 
         永年勤続表彰について 
         ブロック事業について 
 
第３回  日時 平成２６年９月１２日 

場所 広井ビル 事務所 

      内容 ブロック事業について 
         理事会について 
         ブロック事務費について 

   災害について 
 

第４回  日時 平成２６年１０月６日 
場所 広井ビル 事務所 
内容 理事会対応について（ブロック事業の件他） 

 
第５回  日時 平成２７年１月２０日 

場所 広井ビル 事務所 
内容 平成２７年度収支予算について 
   助成事業について 
   ブロック事務費 
   総務委員会の収支予算について 
   福祉介護人材確保対策関連事業について 
   ホームページについて 

 
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ブロック事務費の支援 
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        各ブロック事務局へのブロック活動費の支援 
ブロック 事業名 会期 講師名 

札幌 癒されませんか？Part２ 8月 29日 
藪 淳一 氏 
館石 宗隆 氏 

新人・中堅スタッフスキルアップ研修 6月 10日 宮崎 直人 氏 
道央 

リスクマネジメント研修会 8月 1日 釜谷 薫 氏 
後志 認知症セミナー 11月 8日 羽田野 政治 氏 

ケアマネ研修・リーダー研修修了者フ

ォローアップ研修 
2月 19日 加藤 和也 氏 

空知 
サービスマネージメント研修 3月 12日 加藤 和也 氏 

道南 計画作成者研修会 12月 9日 釜谷 薫 氏 
第１回日胆ブロック研修会 5月 23日 宮崎 直人 氏 

日胆 
第２回日胆ブロック研修会 2月 13日 映画上映 
グループホーム計画作成担当者研修 7月 15日 釜谷 薫 氏 

十勝 
認知症と人の理解研修 11月 12日 宮崎 直人 氏 

道東 ターミナルケア研修会 2月 14日 

吉川 智道 氏 
佐々木 幸子 氏 
藤田 麗子 氏 

計画作成者研修会 11月 13日 釜谷 薫 氏 
道北 

職員・管理者向け研修 2月 12日 宮崎 直人 氏 
高齢者施設におけるリスクマネジメン

トセミナー 
7月 16日 佐々木 厚史 氏 

オホーツク 
オランダの介護現場に学ぶ 3月 16日 青山 由美子 氏 

 
     ⅲ）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 
 
     ⅳ）延命氏（弁護士）講演会の開催 

項目 内容 

開催日  平成26年 4月25日（金） 

開催場所  札幌 

講師 延命 政之 氏（弁護士） 

参加定員 １００名 

参加者  ５１名 

内容 『グループホームにおけるさまざまな相談事例』 

 
     ⅴ）永年勤続表彰 

定時総会（平成２７年３月３０日）にて３２名を表彰 
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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２６年６月２０日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 広報誌大空と希望について 
           実践研究大会について 

個別アンケート調査について 
 
    第２回 日時 平成２６年７月２２日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 広報誌大空と希望について 
           実践研究大会について 
           個別アンケート調査について 
 
    第３回 日時 平成２７年１月１９日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 広報誌大空と希望について 
           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２６年８月（第１０号） ８月２８日発送（約４５０会員） 
       平成２７年３月（第１１号） ３月１３日発送（約４５０会員） 
 
    ⅱ）実践研究大会ｉｎ苫小牧 
        平成２６年９月１５日（月）（日胆ブロック主催） 
         苫小牧市文化交流センター（アイビープラザ） 
         基調講演、実践事例発表（２７事例） 
         参加者 １９４名 
 
    ⅲ）事業所基礎調査 

       平成２５年度の基礎調査の結果を元に座談会を開催  

項目 内容 

開催日  平成26年 5月26日（月） 

開催場所  札幌 

講師 早川 浩士 氏 

宮崎 直人 氏（認知症介護指導者） 

参加定員 １００名 

参加者  ６２名 

内容 トークライブ「グループホームを占う！」 
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    ⅳ）地域づくり（ＳＯＳネットワーク等）支援 

ア）えべつ共助ネットワーク講演会 

平成２６年５月２２日 江別市 

イ）比布町認知症予防講演会 

平成２６年７月９日 比布町 

ウ）オホーツク管内社会福祉大会 

平成２６年７月４日 西興部町 

エ）陸別町認知症講演会 

平成２６年７月３０日 陸別町 

オ）「認知症 SOSネットワーク」研修会 

平成２６年８月１日 旭川市 

カ）小樽・後志社会福祉大会 

平成２６年８月２２日 喜茂別町 

キ）稚内認知症講演会 

平成２６年９月１３日 稚内市 

ク）認知症の人と共に暮らすまちづくり研修会 

平成２６年９月１９日 札幌市 

ケ）羅臼認知症講演会 

平成２６年９月２５日 羅臼町 

コ）釧路町講演会 

平成２６年１０月１２日 釧路町 

サ）めったに聴けない認知症のはなし 

平成２６年１０月１５日 稚内市 

シ）「ネットワーク模擬徘徊者訓練」研修会 

平成２６年１０月２５日 旭川市 

ス）倶知安町老人クラブ連合会秋季道内研修 

平成２６年１１月６日 洞爺湖町 

セ）「どう向き合っていく、暮らしの中の認知症」研修会 

平成２７年１月１５日 江別市 

ソ）認知症「早期発見プロジェクトチーム」研修会 

平成２７年１月２０日 室蘭市 

タ）地域密着サービスの会研修会 

平成２７年２月２３日 千歳市 

チ）地域包括ケアの学習会 

平成２７年２月２７日 美唄市 

ツ）認知症サポーターステップアップ講座 

平成２７日３月３日 石狩市 
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テ）「市民委員会連絡協議会地域事例」研究会 

平成２７年３月４日 旭川市 

      
ⅴ）個別アンケート調査 

         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 
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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２６年５月２６日 

場所 札幌千代田ビル １１階 会議室 

内容 研修会進捗状況について 
   事業計画外の研修会について 
   研修委員会の開催について 

 
第２回  日時 平成２６年９月２２日 

場所 広井ビル 事務所 

      内容 今年度前期反省について 
次年度の研修について 

         介護技術研修について 
 
第３回  日時 平成２６年１１月２１日 

場所 広井ビル 事務所 

      内容 来年度の事業計画及び予算の協議について 
        リーダー研修について（講師資料・外部実習先について） 

 
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26年 5月27日（火）～平成26年 6月19日（木） 

    平成26年 6月19日（木）～平成26年 6月20日（金） 

第２回 平成26年 6月24日（火）～平成26年 7月17日（木） 

平成26年 7月17日（木）～平成26年 7月18日（金） 

第３回 平成26年 7月22日（火）～平成26年 8月18日（月） 

平成26年 8月18日（月）～平成26年 8月19日（火） 

開催場所  第１回 札幌   第２回 苫小牧   第３回 旭川 

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６１名 管理者４４名 

第２回 実践者６２名 管理者２４名 

第３回 実践者６３名 管理者３９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 
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項目 内容 

開催日  第１回 平成26年 5月12日（月）～平成26年 6月30日（月） 

第２回 平成26年 8月25日（月）～平成26年10月27日（月） 

第３回 平成26年 9月29日（月）～平成26年11月17日（月） 

第４回 平成26年10月20日（月）～平成26年12月15日（月） 

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

参加定員（各回） ４０名 

参加者  第１回２７名  第２回１６名  第３回１９名  第４回２３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）介護技術研修について 

項目 内容 

開催日  平成26年11月28日（金） 

開催場所  札幌 

講師 田中 義行 氏（理学療法士） 

参加定員 １００名 

参加者  ８２名 

内容 『潜在力を引き出す介助・拘縮予防のアプローチ／座学・実技』 

 

ⅳ）計画作成担当者研修について 

項目 内容 

開催日  平成27年 1月16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  ７９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』 

『ケアマネジメント振り返り点検と評価』 

『質疑応答』 

 

    ⅴ）スタッフ研修について 

項目 内容 

開催日  平成26年 7月11日（金）から平成27年 3月26日（木）に変更 

開催場所  札幌 
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講師 和田 行男 氏（介護福祉士） 

参加定員 １００名 

参加者  １１１名 

内容 『楽しく笑って仕事をしよう！』 
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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２６年７月７日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 コーディネーターフォローアップ研修について 
            お持ち帰りワークショップについて 
 
     第２回 日時 平成２６年１０月１８日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 お持ち帰りワークショップについて 
 
     第３回 日時 平成２６年１１月１４日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 予算について 
            事業内容について 
            来年度の活動について 
 

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 

項目 内容 

開催日  平成26年 9月18,19日（木,金） 

開催場所  洞爺湖町 

講師 井出 訓 氏（教授） 

参加者  １６名 

内容 「井出先生のめったに聞けない話」 

「みんなで座談会」（交流会） 

 

    ⅱ）お持ち帰りワークショップ 

項目 内容 

開催日  平成26年10月29日（水） 

開催場所  札幌市 

講師 宮崎 直人 氏（介護支援専門員、社会福祉主事、認知症介護指導者） 

参加者  ３９名 

内容 グループワークⅠ 『ヤッタネ！体験』 

グループワークⅡ 『あなたの｢ヤル気｣はなんの為？』 

グループワークⅢ 『あなたなら！！』 

グループワークⅣ 『オリエンテーリング ～伝える～』 

 

- 11 -



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） 
⑤災害時における社会福祉施設等の相互支援協定の締結（北海道及び公益社団

法人日本認知症グループ協会北海道支部と締結） 
 
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）北海道認知症の人を支える家族の会 
 
   ①賛助会員として加盟 
   ②「北海道認知症の人を支える家族の会」講演会の後援 
 
４）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（函館／北見／帯広） 

 ⅱ）認知症対応型サービス事業管理者研修の開催（函館／北見／帯広） 

②一般社団法人全国在宅療養支援診療所連絡会 

 「第５回北海道在宅医療推進フォーラム」の後援 

③特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ 

 「ＲＵＮ ＴＯＭＯ－ＲＲＯＷ２０１４」の後援 

④認知症介護指導者ネットワーク北海道・札幌市支部 

 「認知症介護基礎研修会」の後援 

 「認知症介護実践リーダー＆指導者フォローアップ研修会」の後援 

- 12 -



⑤根室地域ケア研究会 

 「根室地域ケア研究会」の後援 

⑥白老町 

 「白老町徘徊高齢者等捜索模擬訓練」の後援 

⑦エーザイ株式会社 

 「レビー小体型認知症実践講座」の後援 

 「認知症の合図」市民フォーラムの後援 
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第５期

財　務　諸　表

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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 27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

31,016,015 1,848,58632,864,601現金預金  

162,522 △11,382151,140仮払金  

31,178,537 1,837,20433,015,741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  

31,228,537 1,837,20433,065,741資産合計  

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

286,053 603,148889,201未払金  

101,977 △68,98832,989預り金  

36,000 △36,0000仮受金  

424,030 498,160922,190流動負債合計  

2. 固定負債

0 00固定負債合計  

424,030 498,160922,190負債合計  

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

30,804,507 1,339,04432,143,5512. 一般正味財産

30,804,507 1,339,04432,143,551正味財産合計  

31,228,537 1,837,20433,065,741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 26年  4月  1日 から平成 27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  

13,292,000 126,00013,418,000  正会員受取会費

160,000 △40,000120,000  賛助会員受取会費

13,452,000 86,00013,538,000受取会費計  

事業収益  

16,383,000 △5,272,50011,110,500  事業収益

1,470,000 △1,470,0000  受託料収入

17,853,000 △6,742,50011,110,500事業収益計  

受取寄付金  

0 5,0005,000  受取寄付金

雑収益  

690 △252438  受取利息

252,726 54,353307,079  雑収益

253,416 54,101307,517雑収益計  

31,558,416 △6,597,39924,961,017経常収益計  

経常費用(2)

事業費  

1,089,010 540,5701,629,580  旅費交通費

412,839 △48,605364,234  通信運搬費

140,879 △33,282107,597  消耗品費

900,996 △181,088719,908  印刷製本費

3,059,000 966,0004,025,000  諸謝金

560,000 △560,0000  支払助成金

922,900 173,7351,096,635  会場費

776,890 185,472962,362  手数料

59,741 53,538113,279  雑費

7,922,255 1,096,3409,018,595事業費計  

管理費  

7,246,998 22,8777,269,875  給料手当

13,680 284,625298,305  福利厚生費

1,009,219 65,8281,075,047  法定福利費

1,867,780 △60,0101,807,770  会議費

0 59,94059,940  交際費

478,680 △137,210341,470  旅費交通費

551,329 △78,320473,009  通信運搬費

0 33,71633,716  消耗什器備品費

242,107 △38,548203,559  消耗品費

354,315 △93,806260,509  印刷製本費

130,474 14,016144,490  光熱水料費

922,399 24,101946,500  賃借料

0 8,0008,000  諸謝金

70,000 11,20081,200  租税公課

407,000 22,000429,000  支払負担金

1,280,825 △120,1701,160,655  手数料・委託料

18,933 △8,60010,333  雑費

14,593,739 9,63914,603,378管理費計  

22,515,994 1,105,97923,621,973経常費用計  

9,042,422 △7,703,3781,339,044評価損益等調整前当期経常増減額  

9,042,422 △7,703,3781,339,044当期経常増減額  

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

- 16 -



科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

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  

9,042,422 △7,703,3781,339,044税引前当期一般正味財産増減額  

9,042,422 △7,703,3781,339,044当期一般正味財産増減額  

21,762,085 9,042,42230,804,507一般正味財産期首残高  

30,804,507 1,339,04432,143,551一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  

30,804,507 1,339,04432,143,551Ⅲ 正味財産期末残高
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（単位：円）平成 26年  4月  1日 から平成 27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

13,418,000 18,00013,436,000

  

正会員会費収入

120,000 40,000160,000

  

賛助会員会費収入

13,538,000 58,00013,596,000会費収入計  

事業収入②

11,110,500 1,369,50012,480,000

  

事業収入

寄付金収入③

5,000 △5,0000

  

寄付金収入

雑収入④

438 162600

  

受取利息収入

307,079 △70,079237,000

  

雑収入

307,517 △69,917237,600雑収入計  

24,961,017 1,352,58326,313,600  事業活動収入計

2. 事業活動支出

事業費支出①

1,629,580 △181,6681,447,912

  

旅費交通費支出

364,234 332,646696,880

  

通信運搬費支出

107,597 230,101337,698

  

消耗品費支出

719,908 149,323869,231

  

印刷製本費支出

4,025,000 △327,5003,697,500

  

諸謝金支出

1,096,635 714,8571,811,492

  

会場費支出

962,362 △105,212857,150

  

手数料支出

113,279 △13,82899,451

  

雑支出

9,018,595 798,7199,817,314事業費支出計  

管理費支出②

7,269,875 951,1258,221,000

  

給料手当支出

298,305 △283,90514,400

  

福利厚生費支出

1,075,047 384,9531,460,000

  

法定福利費支出

1,807,770 484,9202,292,690

  

会議費支出

59,940 145,775205,715

  

交際費支出

341,470 239,056580,526

  

旅費交通費支出

473,009 142,695615,704

  

通信運搬費支出

33,716 17,71351,429

  

消耗什器備品費支出

203,559 △207203,352

  

消耗品費支出

260,509 320,355580,864

  

印刷製本費支出

144,490 △28,261116,229

  

光熱水料費支出

946,500 0946,500

  

賃借料支出

8,000 △8,0000

  

諸謝金支出

81,200 35,500116,700

  

租税公課支出

429,000 1,000430,000

  

負担金支出

0 2,000,0002,000,000

  

助成金支出

1,160,655 461,4041,622,059

  

手数料支出

10,333 1,447,5601,457,893

  

雑支出

14,603,378 6,311,68320,915,061管理費支出計  

23,621,973 7,110,40230,732,375  事業活動支出計

1,339,044 △5,757,819△4,418,775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

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

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

1,339,044 △5,757,819△4,418,775当期収支差額  

30,754,507 △127,94830,626,559前期繰越収支差額  

32,093,551 △5,885,76726,207,784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 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 

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 

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 

副会長 

研修 

（業務執行） 
芳賀 康夫 

有限会社 ケアネット 

ＧＨ みやこ 

3 
会長候補

者選挙 

総務 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 監事 

 及川 雅裕 特定非営利活動法人 リスペクト 

3  

総務 

 
加藤 浩志 

サテラホーム 有限会社 

ＧＨ サテラホーム 
1 

札幌 

ブロック 

研修 
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 

事業 
福島 誠一 

総合ケアサービス 有限会社 

ＧＨ ひまわりの丘 
1 

後志 

ブロック 

事業 
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 

（委員長） 
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・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 

（委員長） 
板谷 俊英 

株式会社 育成  

ＧＨ 育成会 
1 

道東 

ブロック 

北海道認知症コーディネーター 

（委員長） 

研修 

西塔 昭代 
有限会社 ぞう 

ＧＨ ぞう 
1 

道北 

ブロック 

総務 
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 

 小泉 昭江 北海道介護福祉士会 

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２７年３月３１日現在 

参考資料 - 1



会員状況 
                    平成２７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 １４ １５ ４１８ 
賛助会員 ２ ９ ２３ 

９３９ 
 

※ 正会員加入率４５．２％ 
※ 平成２６年３月３１日における北海道のＧＨ数 ９１７ 

 
 
 
 
 
ブロック別 正会員状況 

ブロック 
Ｈ２6．３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 1 5 262 99 37.8% 

道央 12 1 2 48 11 22.9% 

後志 21 0 0 60 21 35.0% 

空知 23 0 1 65 22 33.8% 

道南 43 0 1 86 42 48.8% 

日胆 50 5 2 79 53 67.1% 

十勝 17 1 0 78 18 23.1% 

道東 44 2 0 55 46 83.6% 

道北 63 3 2 140 64 45.7% 

オホーツク 43 1 2 66 42 63.6% 

合  計 419 14 15 939 418 44.5% 
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一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 議案書 
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