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開催場所：札幌千代田ビル 



 

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２７年度事業報告 

〔報告第２号〕 平成２７年度決算報告 

〔報告第３号〕 平成２７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２７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２７年５月２７日 
         場所 札幌千代田ビル 
         参加者 社員総数４１８名中３０５名出席 
              （内 書面表決 １３４名、議決権の授与 １３７名） 
         内容 報告第１号 平成２６年度事業報告 
            報告第２号 平成２６年度決算報告 
            報告第３号 平成２６年度監査報告 

            報告第４号 その他 
 
 
    第２回  日時 平成２８年３月３１日 
         場所 札幌千代田ビル 
         参加者 社員総数４２０名中２６２名出席 
              （内 書面表決 １０８名、議決権の授与 １０８名） 
         内容 報告第１号 平成２７年度事業実施中間報告 

報告第２号 平成２７年度会計収支状況報告 

         第１号議案 平成２８年度事業計画（案） 

            第２号議案 平成２８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２７年１０月２９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２８年２月９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２７年１０月２９日 
場所 かでる２・７ １０２０会議室 
出席者 理事１７名中１４名参加 
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議案 報告第１号 中間報告（平成２７年４月１日～平成２７年９月３０日）  
            第１号議案 会員の入会について 
            第２号議案 その他 
 

第２回  日時 平成２８年３月５日 
場所 かでる２・７ １０７０会議室 
出席者 理事１７名中１３名参加 
議案 第１号議案 定時総会の議案上程事項の件 

第２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２７年４月２４日 
内容 定時総会の議案書について 

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２７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） 
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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２７年８月１０日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 自主研修収支状況について 
   永年勤続表彰について 
   選挙管理委員会の立ち上げについて 
   新たな組織の構築の実現に向けたワーキング・グループについて 

            その他 
 

第２回  日時 平成２７年１２月１８日 
    場所 広井ビル 事務所 

内容 全国グループホーム団体連合会について 
   平成２８年度収支予算について 
   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ブロック事務費の支援 
 

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）新たな組織の構築の実現に向けたワーキング・グループについて（新規事業） 
        当初、会員拡大のため地域密着型サービス事業所を正会員として入会い

ただくことも視野に入れ、小規模多機能型居宅介護事業所の関係者の方々

に会議に出席いただき現状の確認を行った。北海道規模の小規模多機能型

居宅介護事業所の組織が無いことが確認された。なお、経済的理由等によ

り当会への入会の意思は確認できなかった。 
以上のことから、新たな組織構築の方法として、地域密着型の組織の代

表者が集まる 北海道地域密着型協会（仮称）等を目指す事で同意した。

そのためには、まず小規模多機能型居宅介護事業所の北海道規模の組織を

まとめていただき設立した際には、北海道地域密着型協会（仮称）の立ち

上げについて連携し議論してくことになった。 
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第１回  日時 平成２７年９月２９日 
      場所 札幌千代田ビル 

内容 ワーキング・グループの趣旨説明 他 
     ワーキング・グループの協議内容について 
     意見交換会 
     次回開催について 

 
第２回  日時 平成２７年１１月１８日 

      場所 札幌千代田ビル 事務所 
内容 次年度へ向けての組織のあり方について 

 
     ⅴ）永年勤続表彰 

定時総会（平成２８年３月３１日）にて６８名を表彰 
 
 
 
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２７年６月１８日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 広報誌 大空と希望について 
           グループホーム啓蒙活動事業について 

実践事例発表会について 
個別アンケートについて 
助成事業について 

 
    第２回 日時 平成２７年９月９日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 グループホーム啓蒙活動事業（ＤＶＤ作成 補助事業）について 
           個別アンケートについて 
 
    第３回 日時 平成２７年１１月２６日 
        場所 広井ビル 事務所 
        内容 道東ブロック助成事業における事業計画及び予算の変更について 
           広報誌 大空と希望 について 

平成２８年度 事業委員会の予算について 
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２７年８月（第１２号） ８月２８日発送（約４５０会員） 
       平成２８年３月（第１３号） ３月１６日発送（約４５０会員） 
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    ⅱ）助成事業 

各ブロックへの研修会等の開催の為に助成金の支援 
 

ブロック 事業名 会  期 講師名 

札幌 癒されませんか？Part３ 8月 28日 
安部 白道 氏 
平野 雅宣 氏 

新人・中堅スタッフスキルアップ研修 5月 20日 宮崎 直人 氏 
道央 

ターミナルケア研修 9月 15日 釜谷 薫 氏 
空知 挨拶・礼儀などの接遇研修 4月 21日 碓井 伸輝 氏 
道南 計画作成担当者研修 12月 8日 釜谷 薫 氏 

日胆 実践リーダー研修修了者フォローアッ

プ研修 

1月 21, 

22日 

宮崎 直人 氏 
釜谷 薫 氏 

十勝 「多彩な初発症状を示すレビー小体型

認知症」研修 
9月 19日 内海 久美子 氏 

道東 認知症ケアスキルアップ研修会 12月 7日 西塔 昭代 氏 
認知症研修「レビー小体とパーキンソ

ン症状の関連性」 
11月 17日 木村 隆 氏 

道北 
認知症研修「若年性認知症の方との関

わり」 
2月 10日 武田 純子 氏 

オホーツク 気づきを促す困難事例検討会 8月 21日 青山 由美子 氏 
 
    ⅲ）グループホーム啓蒙活動事業（新規事業） 

      ・北海道福祉のしごと魅力アップ推進事業の補助金に申請し、交付の決定 

 

      ・介護のしごと魅力アップ推進事業会議として開催（補助金により開催） 

第１回  日時 平成２７年９月２８日 
        場所 広井ビル 事務所 

内容 DVDの内容について 
 

第２回  日時 平成２７年１１月２６日 
        場所 広井ビル 事務所 

内容 DVDの内容の確認について 
   現場見学及びスタッフとの意見交換会について 

 
      ・正会員へＤＶＤ「グループホームのしごと」発送 １月２９日 

 

      ・現場見学及びスタッフとの意見交換会について １月～２月 
 

    ⅳ）実践研究大会ｉｎ登別 
        平成２７年１１月９日（月）（日胆ブロック主催） 
         登別グランドホテル 
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         基調講演、実践事例発表（３１事例、特別発表含む） 
         参加者 １８０名 
 
    ⅴ）地域づくり（ＳＯＳネットワーク等）支援 
      ア）平成２７年５月２９日 江別市 １００名 
        江別共助ネットワーク(団体への講演) 

イ）平成２７年７月１３日 美唄市 ８０名 
        美唄市地域包括支援センター(認知症に関心のある方に対しての講演) 

ウ）平成２７年７月２３日 恵庭市 １２０名 
        恵庭市地域女性連絡会、恵庭市教育委員会(女性団体活動者研修) 
      エ）平成２７年１０月１７日 旭川市 １２０名 

        春光台地区センター（ＳＯＳＮＷ模擬捜索訓練） 

オ）平成２７年１０月３１日 せたな町 ５０名 
        せたな町地域包括支援センター（権利擁護研修） 

 
 
 
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２７年９月１８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（アンケート等調整） 

   相互評価事業について 
 

第２回  日時 平成２７年１１月２７日 
場所 広井ビル 事務所 

      内容 今年度研修の反省について 
次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27年 5月12日（火）～平成27年 6月 4日（木） 

    平成27年 6月 4日（木）～平成27年 6月 5日（金） 

第２回 平成27年 6月 9日（火）～平成27年 7月 2日（木） 

平成27年 7月 2日（木）～平成27年 7月 3日（金） 

第３回 平成27年 7月28日（火）～平成27年 8月20日（木） 

平成27年 8月20日（木）～平成27年 8月21日（金） 

第４回 平成27年 9月 8日（火）～平成27年10月 6日（火） 

平成27年10月 6日（火）～平成27年10月 7日（水） 

- 6 -



開催場所  第１回 札幌  第２回 旭川  第３回 岩見沢  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７８名  管理者４０名 

第２回 実践者９５名  管理者４７名 

第３回 実践者６１名  管理者２８名 

第４回 実践者６８名  管理者２０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27年 6月22日（月）～平成27年 8月18日（火） 

第２回 平成27年10月 5日（月）～平成27年12月 7日（月） 

第３回 平成27年11月16日（月）～平成28年 1月12日（火） 

開催場所  第１回 帯広・音更  第２回 岩見沢  第３回 札幌 

参加定員（各回） ４０名 

参加者  第１回 ３４名    第２回 １５名  第３回 ５１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）第１回自主研修について 

項目 内容 

開催日  平成27年 8月 5日（水） 

開催場所  札幌 

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） 

参加定員 １００名 

参加者  ９３名 

内容 『さあ！これからの「認知症」と「人」の話をしよう 
～「認知症」と「人」をみるスキルを高めよう～』 

 

ⅳ）第２回自主研修について 

項目 内容 

開催日  平成27年11月11日（水） 

開催場所  札幌 

講師 香取 貴信 氏（有限会社 香取感動マネジメント 代表） 
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参加定員 １２０名 

参加者  ６６名 

内容 『人を活かす！ディズニー流人材育成の魔法』 

 

ⅴ）第３回自主研修について 

項目 内容 

開催日  平成28年 2月18日（木） 

開催場所  札幌 

講師 坂東 元 氏（獣医師 旭山動物園園長） 

参加定員 １００名 

参加者  ５２名 

内容 『さあ！命の本質について語ろう』 

 

    ⅵ）ブロック事業（新規事業） 

      各ブロックの研修会等開催の為の後方支援 

ブロック 事業名 会期 講師名 
看取り研修 6月 11日 柴田 ひとみ 氏 

空知 
日常生活リハビリ研修 12月 10日 菊地 伸 氏 

地域密着型施設研修 5月 14日 石戸谷 康治 氏 
道北 

リスクマネジメント研修 9月 10日 
長谷 守 氏 
成川 毅 氏 

後志 介護の専門性を活かした介護過程 

～思いを実践に～ 
12月 3日 小林 大祐 氏 

 

ⅶ）グループホーム相互評価モデル事業（新規事業） 

       正会員２１事業所（札幌ブロック、道央ブロック、日胆ブロック）にてグ

ループホーム相互評価モデル事業（５３５項目）を実施 

 

       実施内容： 自己評価→相互評価（現地調査）→相互評価調査員研修 

→自己評価（２回目）→相互評価（再現地調査） 

 

       相互評価事業推進委員会の開催 
第１回  日時 平成２７年６月１日 

場所 札幌市教育文化会館 研修室３０４ 

内容 事前協議 
       その他 
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第２回  日時 平成２７年６月１４日 

場所 有限会社ライフアート 福寿荘Ⅲ 

内容 評価項目の確認 
       相互評価調査員研修について 
       その他 

 
第３回  日時 平成２７年７月７日 

場所 札幌市産業振興センター セミナールーム２ 

内容 評価項目の確認 
       現地調査・再現地調査について 
       自己評価書類について 

                その他 

 
第４回  日時 平成２７年１１月２日 

場所 アシステッドハウス 沼ノ端 
内容 相互評価調査終了後のヒアリングを受けて 

相互評価の今後について 
         

第５回  日時 平成２８年 １月２０日 

場所 かでる２・７ ８１０会議室Ｂ 
内容 次年度の事業内容について 
   評価項目の精査について 

 
第６回  日時 平成２８年 ２月１５日 

場所 札幌千代田ビル 
内容 評価項目の最終確認 について 

 
 
 
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２７年５月７日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 コーディーＣａｆｅ（コーディネーターフォローアップ研修）について 
             
     第２回 日時 平成２７年７月１４日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 第１回コーディーカフェの振り返りと第２回コーディカフェの開催について 
               来年度のコーディネーター委員の改選について 
            その他 
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     第３回 日時 平成２７年１０月１０日 
         場所 広井ビル 事務所 
         内容 北海道グループホームカフェについて 
               コーディーＣａｆｅ３ｒｄについて 
            来年度の事業計画及び予算について 
            来年度のコーディネーター委員の改選について 
 
     第４回 日時 平成２８年２月１８日 
         場所 北海道第２水産ビル ４階 ４Ｓ会議室 
         内容 今年度の振り返り 

            新年度に向けての計画の具体化 
 

②北海道認知症コーディネーター委員会の事業 
 
    ⅰ）コーディーＣａｆe Ｆｉｒｓｔ 

項目 内容 

開催日  平成27年 6月17日（水） 

開催場所  札幌市 

参加者  ２１名 

内容 「コーディネーターのゆくえ（未来）について」 

 グループによるフリートーク 

 

    ⅱ）コーディーＣａｆe ２ｎｄ 

項目 内容 

開催日  平成27年 9月16日（水） 

開催場所  札幌市 

参加者  １１名 

内容 「北海道グループホームカフェ」の内容について 

 グループワークにてカフェの内容の検討 

 
    ⅲ）北海道グループホームカフェ 

項目 内容 

開催日  平成27年11月24日（火） 

開催場所  札幌市 

講師 宮崎 直人 氏、北海道認知症コーディネーター養成講座修了者 

参加者  ３９名 

内容 グループホームあるあるを出すよ～の時間 

１回目 そのままのグループでワールドカフェスタート 

２回目 ワールドカフェスタート 

３回目 ワールドカフェスタート 

各グループの発表 
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    ⅳ）コーディーＣａｆe ３ｒｄ 

項目 内容 

開催日  平成27年12月18日（金） 

開催場所  札幌市 

参加者  １０名 

内容 「次年度のコーディネーターの活動について」 

 グループワークにて次年度のコーディネーターの活動の検討 

 

 

 

５）選挙管理委員会の運営 
    

①選挙管理委員会の開催 

 
第１回 日時 平成２７年１０月１９日 

         場所 広井ビル 事務所 
      内容 選挙管理委員長の選出について 

         会長候補者選挙について 

 

②会長候補者選挙の実施 

   平成２７年１２月 １日  公示 

平成２７年１２月１４日  立候補受付 
～１月 ３日   

   平成２８年 １月 ８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。 
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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医療と介護の連携の推進に向けた意見交換会 委員委嘱（宮崎会長） 

 
２）全国グループホーム団体連合会（活動の参加報告） 

 

     ①団体会員として加盟 
      役員として理事１名（宮崎直人）を選出 
 
     ②定期総会（年１回）への参加 
      平成２７年 ５月１７日（日） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
 
     ③三役会への参加 ※議題省略 
      平成２７年 ８月２２日（土） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      平成２７年１２月 １日（日） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      平成２８年 ２月 ７日（日） 開催場所 東京都八重洲口会議室 
   
     ④理事会への参加 ※議題省略 
      平成２７年 ９月 ５日（土） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      平成２７年１２月１１日（金） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      平成２８年 ３月１２日（土） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
 
     ⑤全国代表者会議 ※議題省略 
      平成２７年 ９月 ５日（土） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      平成２７年１２月１１日（金） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      平成２８年 ３月１２日（土） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
 
     ⑥調査・研修委員会への参加 
      平成２７年 ７月１９日（日） 開催場所 京都府京都市 
      議題 全国フォーラムについて 
       
      平成２７年１０月１８日（日） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      議題 全国フォーラムの振り返りについて 
      次年度開催について 
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     ⑦制度政策委員会への参加 
      平成２７年１１月２２日（日） 開催場所 東京都八重洲口ルノアール 
      議題 厚生労働省への提案事項について 
 
     ⑧厚生労働省との連携 
      平成２７年１２月１０日（木） 開催場所 厚生労働省 
      厚生労働省担当部局への制度及び介護報酬等の提案及び協議 
 
     ⑨全国フォーラムの開催（年１回）への参加 
      平成２７年１０月８日（木） 開催場所 京都府京都市 
 

⑩他県協議会との連携・調整 
      平成２７年１０月１９日（月） 開催場所 福島県郡山市 
      認知症グループホーム協議会 東北大会 参加 
 
      平成２７年１２月 ５日（土） 開催場所 秋田県秋田市 
      秋田県認知症グループホーム協議会 秋田県大会 基調講演 
      演題『これからのグループホームの役割について』 
    
      平成２８年 １月３０日（土） 開催場所 山口県宇部市 
      議題 山口県認知症グループホーム協会と団体連合会との連携について 
 
      平成２８年 ２月２３日（火） 開催場所 茨城県東海村 
      認知症市民フォーラム in東海 特別公演 
      演題『地域包括ケアにおけるグループホームの未来』 
 
      平成２８年 ３月１１日（金） 開催場所 岐阜県岐阜市 
      議題 岐阜県認知症グループホーム協議会との連携・調整について 

 
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 
 
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／釧路） 

 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／釧路） 

②エーザイ株式会社 

 「認知症の合図」市民フォーラムｉｎ石狩 の後援 
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 「手稲区認知症市民フォーラム」 の後援 

 「第８回認知症ケアフォーラム」 の後援 

③ひばり合唱団１０周年記念演奏会実行委員会 

 「ひばり合唱団設立１０周年記念演奏会」 の後援 
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第６期

財　務　諸　表

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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

- 15 -

hgc
テキストボックス
〔報告第２号〕



（単位：円）平成 28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

32,864,601 3,165,15836,029,759現金預金  

0 1,270,0001,270,000未収金  

151,140 43,126194,266仮払金  

33,015,741 4,478,28437,494,025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  

33,065,741 4,478,28437,544,025資産合計  

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

889,201 127,3171,016,518未払金  

32,989 2,01435,003預り金  

922,190 129,3311,051,521流動負債合計  

2. 固定負債

0 00固定負債合計  

922,190 129,3311,051,521負債合計  

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

32,143,551 4,348,95336,492,5042.一般正味財産

32,143,551 4,348,95336,492,504正味財産合計  

33,065,741 4,478,28437,544,025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 27年  4月  1日 から平成 28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  

13,418,000 3,00013,421,000  正会員受取会費

120,000 △5,000115,000  賛助会員受取会費

13,538,000 △2,00013,536,000受取会費計  

事業収益  

11,110,500 3,440,00014,550,500  事業収益

0 1,270,0001,270,000  補助金　助成金

11,110,500 4,710,00015,820,500事業収益計  

受取寄付金  

5,000 △5,0000  受取寄付金

雑収益  

438 202640  受取利息

307,079 78,349385,428  雑収益

307,517 78,551386,068雑収益計  

24,961,017 4,781,55129,742,568経常収益計  

経常費用(2)

事業費  

0 684,000684,000  給料手当

1,629,580 △33,1301,596,450  旅費交通費

364,234 118,400482,634  通信運搬費

107,597 7,821115,418  消耗品費

719,908 191,928911,836  印刷製本費

0 40,00040,000  賃借料

4,025,000 196,0004,221,000  諸謝金

1,096,635 △432,419664,216  会場費

962,362 △278,974683,388  手数料

113,279 39,073152,352  雑費

9,018,595 532,6999,551,294事業費計  

管理費  

7,269,875 377,6107,647,485  給料手当

298,305 30,000328,305  福利厚生費

1,075,047 49,2091,124,256  法定福利費

1,807,770 410,4442,218,214  会議費

59,940 △38,34021,600  交際費

341,470 114,290455,760  旅費交通費

473,009 85,425558,434  通信運搬費

33,716 △33,7160  消耗什器備品費

203,559 153,830357,389  消耗品費

260,509 113,777374,286  印刷製本費

144,490 △11,419133,071  光熱水料費

946,500 0946,500  賃借料

8,000 △8,0000  諸謝金

81,200 △11,20070,000  租税公課

429,000 △1,000428,000  支払負担金

1,160,655 5,2851,165,940  手数料・委託料

10,333 2,74813,081  雑費

14,603,378 1,238,94315,842,321管理費計  

23,621,973 1,771,64225,393,615経常費用計  

1,339,044 3,009,9094,348,953評価損益等調整前当期経常増減額  

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
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科　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

1,339,044 3,009,9094,348,953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  

1,339,044 3,009,9094,348,953税引前当期一般正味財産増減額  

1,339,044 3,009,9094,348,953当期一般正味財産増減額  

30,804,507 1,339,04432,143,551一般正味財産期首残高  

32,143,551 4,348,95336,492,504一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  

32,143,551 4,348,95336,492,504Ⅲ 正味財産期末残高
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（単位：円）平成 27年  4月  1日 から平成 28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

13,421,000 177,00013,598,000

  

正会員会費収入

115,000 20,000135,000

  

賛助会員会費収入

13,536,000 197,00013,733,000会費収入計  

事業収入②

14,550,500 △1,854,50012,696,000

  

事業収入

1,270,000 △1,270,0000

  

補助金 助成金

15,820,500 △3,124,50012,696,000事業収入計  

雑収入③

640 △140500

  

受取利息収入

385,428 △80,428305,000

  

雑収入

386,068 △80,568305,500雑収入計  

29,742,568 △3,008,06826,734,500  事業活動収入計

2. 事業活動支出

事業費支出①

684,000 0684,000

  

給料手当支出

1,596,450 △356,6901,239,760

  

旅費交通費支出

482,634 99,789582,423

  

通信運搬費支出

115,418 207,052322,470

  

消耗品費支出

911,836 92,2361,004,072

  

印刷製本費支出

40,000 △40,0000

  

賃借料支出

4,221,000 △365,0003,856,000

  

諸謝金支出

664,216 1,669,0542,333,270

  

会場費支出

683,388 △529,740153,648

  

手数料支出

152,352 982,7641,135,116

  

雑支出

9,551,294 1,759,46511,310,759事業費支出計  

管理費支出②

7,647,485 1,028,5158,676,000

  

給料手当支出

328,305 △43,905284,400

  

福利厚生費支出

1,124,256 132,7441,257,000

  

法定福利費支出

2,218,214 869,8433,088,057

  

会議費支出

21,600 021,600

  

交際費支出

455,760 △59,141396,619

  

旅費交通費支出

558,434 194,088752,522

  

通信運搬費支出

0 50,00050,000

  

消耗什器備品費支出

357,389 △54,913302,476

  

消耗品費支出

374,286 △76,066298,220

  

印刷製本費支出

133,071 4,929138,000

  

光熱水料費支出

946,500 0946,500

  

賃借料支出

70,000 12,00082,000

  

租税公課支出

428,000 4,000432,000

  

負担金支出

0 1,000,0001,000,000

  

助成金支出

1,165,940 △6,8561,159,084

  

手数料支出

13,081 1,061,2771,074,358

  

雑支出

15,842,321 4,116,51519,958,836管理費支出計  

25,393,615 5,875,98031,269,595  事業活動支出計

4,348,953 △8,884,048△4,535,095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

4,348,953 △8,884,048△4,535,095当期収支差額  

32,093,551 437,24332,530,794前期繰越収支差額  

36,442,504 △8,446,80527,995,699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１７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 

 板谷 俊英 株式会社 育成 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 

 釜谷 薫 有限会社 ライトマインド 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 

 芳賀 康夫 有限会社 ケアネット 空知ブロック 

 平山 洋一 有限会社 ウジャト 道南ブロック 

○ 高蠣 活哉 特定医療法人社団 千寿会 日胆ブロック 

○ 宮田 勝文 特定非営利活動法人 幕別ケアサポート 十勝ブロック 

○ 水谷 裕恵 有限会社 グッドウィル 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３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 

 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 

5 

 

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 
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会員状況 
                    平成２８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 ８ ７ ４１９ 
賛助会員 ２ ２ ２３ 

９４６ 
 

※ 正会員加入率４４．３％ 
※ 平成２７年３月３１日における北海道のＧＨ数 ９３９ 

 
 
 
 
 
ブロック別 正会員状況 

ブロック 
Ｈ２７．３月末日 

会員数 
入会数 退会数 会員数 事業所数 加入率 

札幌 99 2 2 99 264 37.5% 

道央 11 0 0 11 49 22.4% 

後志 21 0 1 20 59 33.9% 

空知 22 1 1 22 67 32.8% 

道南 42 0 1 41 85 48.2% 

日胆 53 2 1 54 79 68.4% 

十勝 18 1 1 18 78 23.1% 

道東 46 0 0 46 57 80.7% 

道北 64 2 0 66 143 46.2% 

オホーツク 42 0 0 42 65 64.6% 

合  計 418 8 6 419 946 44.3% 
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