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２０２１年５月２８日(金) １３：３０ 

 

開催場所：事務所 



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〕 ２０２０年度事業報告 

   〔報告第２号〕 ２０２０年度決算報告 

〔報告第３号〕 ２０２０年度監査報告 

 

  ２）協議事項 

   

〔第１号議案〕 ２０２１年度事業計画（案） 

   〔第２号議案〕 ２０２１年度収支予算（案） 
 

５  閉 会 

 

 



〔報告第１号〕 

２０２０年度事業報告 

 

1．会務の運営 

 

 

１）総会の開催 
 
    第１回  日時 ２０２０年５月２６日 
         場所 事務所 
         参加者 社員総数４０１名中２５０名出席 
              （内 書面表決 １７５名、議決権の授与 ７３名） 
         内容 報告第１号 ２０１９年度事業報告 

報告第２号 ２０１９年度決算報告 
報告第３号 ２０１９年度監査報告 
第１号議案 ２０２０年度事業計画（案） 
第２号議案 ２０２０年度収支予算（案） 
第３号議案 理事の選任について 
第４号議案 監事の選任について 

          
２）業務執行理事会の開催 
 

第１回  日時 ２０２０年７月１３日 
    場所 かでる２・７ ７４０研修室 

内容 第１号議案 ＷＥＢ会議・研修の開催について 
第２号議案 理事会等の開催日について 
第３号議案 今後のＧＨ協会（各委員会）の活動について 
第４号議案 その他 
 

第２回  日時 ２０２０年１０月２２日 
    場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 第１号議案 理事会上程事項の件 
第２号議案 研修開催における新型コロナウイルス 

感染症対策について 
 

第３回  日時 ２０２１年２月２５日 
    場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 第１号議案 理事会上程事項の件 
第２号議案 その他 
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３）理事会の開催 
 
    書面理事会 

     日時 ２０２０年５月２６日 
出席者 理事１６名中１６名参加 

 内容 第１号議案 代表理事１名の選出の件 
 

第１回  日時 ２０２０年１０月３０日 
場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
出席者 理事１６名中１２名参加 

 内容 第１号議案 中間報告（２０２０年４月１日～２０２０年９月３０日） 
第２号議案 その他 

 
第２回  日時 ２０２１年３月５日 

場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
出席者 理事１６名中１２名参加 

     内容 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 ２０２０年６月２１日 
内容 第１号議案 「会員入会の承認」（～６月 17 日到着分）について 

             理事全員賛成  
 

日時 ２０２１年１月２０日 
内容 第１号議案 事務所の移転について 

 理事全員賛成 
 

 
 
４）監査の実施 

  
 ２０２０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 ２０２１年１月２６日 
    場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 ２０２０年度収支決算見込について 
２０２１年３月５日開催定時理事会について 
２０２１年度総会について 
ブロック助成金とブロック事務費等について 
書類の押印省略について 
北海道大会について 
リーフレットの作製について 
永年表彰について 
会費未納正会員について 

 
第２回  日時 ２０２１年２月１０日 
    場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 ２０２１年度予算案について 
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）情報提供 

 

        ＦＡＸや郵送にて、行政通知等各種資料等の会員への情報提供を行う 
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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 ２０２０年８月２８日 
        場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
        内容 広報誌（３月発行予定）について 
           基礎調査について 

その他 
 
    第２回 日時 ２０２０年１０月１５日 
        場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
        内容 広報誌（３月発行予定）について 

基礎調査について 
           その他 
 
    第３回 日時 ２０２０年１１月１９日 
        場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
        内容 基礎調査について 

           ＺＯＯＭのクイックマニュアルについて 
           その他 
 
                   

②事業委員会の事業 
 
    ⅰ）事業所基礎調査 
        調査票発送 ２０２０年１２月２１日 

  調査票受付期間 １月１日～１月３１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 ９９９件 回答事業所数 ３０６件（回答率３０．６％） 
 
 

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 講師等 

道央 

今更？正しく恐れる新型コロナウイル

ス 
11 月 26 日 樋口 秋緒 氏 

COVID19 感染対策～個人防護具の活用

とゾーニング研修 
12 月 8 日 嶋貫 裕子 氏 
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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 ２０２０年９月１０日 

場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 コロナ感染予防研修について 
   来年度の方向性について 
   その他 

 
第２回  日時 ２０２０年９月２４日 

場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 コロナ感染予防研修について 
            次年度の研修について（アンケート等調整） 
            その他 
 

第３回  日時 ２０２０年１１月１０日 

場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 次年度の研修事業について 
 

第４回  日時 ２０２１年 ３月 ５日 

場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 

内容 次年度の実践研修等の要項の確認について 
   ＺＯＯＭ研修について 
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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 実践者 2020年 5月19日（火）～2020年 7月14日（火） 

    管理者 2020年 7月14日（火）～2020年 7月15日（水） 

第２回 実践者 2020年 7月29日（水）～2020年 9月24日（木） 

管理者 2020年 9月24日（木）～2020年 9月25日（金） 

第３回 実践者 2020年 8月25日（火）～2020年10月14日（水） 

管理者 2020年10月14日（水）～2020年10月15日（木） 

第４回 実践者 2020年10月12日（月）～2020年12月 1日（火） 

管理者 2020年12月 1日（火）～2020年12月 2日（水） 

開催場所 第１回 苫小牧  第２回 幕別  第３回 札幌  第４回 旭川 

参加定員（各回） 実践者６０名      管理者４０名 

参加者 全て中止の為０名 

内容 実践者：講義・演習        ５日間 

    他施設実習        １日 

    自施設実習        ４週間 

    自施設及び他施設実習評価 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  2020年11月 9日（月）～2021年 1月13日（水） 

開催場所  札幌 

参加定員 ４０名 

参加者  中止の為０名 

内容 講義・演習             ９日間 

他施設実習             ２日間 

自施設実習             ４週間（１８日間） 

結果報告／自施設及び他施設実習評価 １日 
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ⅲ）認知症介護基礎研修の開催 

項目 内容 

開催日  第１回 2020年 6月10日（水） 

第２回 2020年 6月25日（木） 

第３回 2020年 9月16日（水） 

第４回 2021年 2月18日（木） 

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

参加定員（各回） ５０名 

参加者  全て中止の為０名 

内容 講義・演習   １日間 

 

 

ⅳ）新型コロナウイルス感染症予防対策研修の開催 

項目 内容 

開催日  2020年10月26日（月） 

開催場所  オンライン（ＺＯＯＭ） 

対象者 理事・監事が代表で受講し、録画動画をホームページに掲載 

講師 塚本 容子 氏 

（北海道医療大学 看護福祉学部 臨床看護学講座 教授） 

 

 

ⅴ）コロナに負けるな！！～『グループホームめぐみの』の取り組みを通して～

の開催 

項目 内容 

開催日  2021年 3月26日（金） 

開催場所  オンライン（ＺＯＯＭ） 

対象者 研修委員の事業所職員等の方々に代表で受講いただき、録画動画をホー

ムページに掲載 

講師 大澤 薫 氏 

（グループホーム花縁 総合施設長、当会事業担当副会長） 

寺澤 道恵 氏 

（グループホームこもれびの家 ホーム長、当会道央ブロック理事） 

 

 

 

    ※ 取り消し線部については、新型コロナウイルスの影響により中止を決定 
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４）事例検討委員会の運営 

 
①事例検討委員会の開催 

 
     第１回 日時 ２０２０年６月１９日 
         場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
         内容 事例検討委員会としてはどのような内容の研修を 

開催していきたいか？ 
今年度の事例検討委員会の活動について 
具体的に必要と思われる準備等について 

 
     第２回 日時 ２０２０年８月１８日 
         場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
         内容 前回会議内容の確認 

模擬研修に向けての準備 
模擬研修の内容について  
その他 

 
     第３回 日時 ２０２０年１０月１３日 
         場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
         内容 模擬模擬研修会の内容 

その他 
 
     第４回 日時 ２０２１年１月２２日 
         場所 オンライン会議（ＺＯＯＭ） 
         内容 野中式事例検討研修の内容について 

次年度の事例検討会委員会の予算について 
その他 

 
②事例検討委員会の事業 

 
    ⅰ）オンライン模擬模擬研修 

項目 内容 

開催日  2020年11月 6日（金） 

開催場所  オンライン研修会（ＺＯＯＭ） 

参加者  ６名 

内容 新型コロナウイルスに関する講義 

グループワーク 

 ①新型コロナウイルス感染防止に関して、事業所で取り組ん

でいる事 

②新型コロナウイルスに関する疑問点や問題点 

 

 

- 8 -



    ⅱ）野中式 模擬事例検討会 ｏｎ Ｚｏｏｍ 

項目 内容 

開催日  2020年12月11日（金） 

開催場所  オンライン研修会（ＺＯＯＭ） 

参加者 １５名 
内容 野中式 事例検討会についての講義 

参加者と事例提供者と質疑応答を交わし、情報の補足をしてア

セスメントを行う 

グループワーク 課題やストレングス・エンパワメントの視点

に立ち、支援方法を具体化してプランニングする 

 

  

- 9 -



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） 
 

２）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 
   

３）北海道若年認知症の人と家族の会 
 

①賛助会員として加盟 
 
４）その他団体 

 
①北海道デイ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（函館／北見／砂川） 

 ⅱ）認知症対応型サービス事業管理者研修（函館／北見／砂川） 

 ⅲ）認知症介護基礎研修（函館／北見） 
※ 取り消し線部については、新型コロナウイルスの影響により中止 

     ②ＮＰＯ法人日本医療福祉介護協会 

      「①長生きする介護のコツ②毒蝮流！高齢者とのかかわりと魅力」の後援 
③釧根小多機連絡協議会 
 「新型コロナウイルス対応 企業防衛対策研修」の後援 
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第１１期

財　務　諸　表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒060-0002

札幌市中央区北2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

かでる2・7　4F
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hgc11
テキストボックス
〔報告第２号〕　２０２０年度決算報告



（単位：円）令和  3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

33,845,589 458,60534,304,194現金預金  

360,601 87,839448,440仮払金  

34,206,190 546,44434,752,634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 △50,0000敷金  

10,000 010,000保証金  

60,000 △50,00010,000その他固定資産合計  

60,000 △50,00010,000固定資産合計  

34,266,190 496,44434,762,634資産合計  

Ⅱ 負債の部

1. 流動負債

897,519 46,932944,451未払金  

29,643 28729,930預り金  

927,162 47,219974,381流動負債合計  

2. 固定負債

0 00固定負債合計  

927,162 47,219974,381負債合計  

Ⅲ 正味財産の部

1. 指定正味財産

33,339,028 449,22533,788,2532.一般正味財産

33,339,028 449,22533,788,253正味財産合計  

34,266,190 496,44434,762,634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）令和  2年  4月  1日 から令和  3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  

13,180,000 △620,00012,560,000  正会員受取会費

65,000 △15,00050,000  賛助会員受取会費

13,245,000 △635,00012,610,000受取会費計  

事業収益  

8,041,000 △8,041,0000  事業収益

雑収益  

27 △126  受取利息

533,381 2,218,7682,752,149  雑収益

533,408 2,218,7672,752,175雑収益計  

21,819,408 △6,457,23315,362,175経常収益計  

経常費用(2)

事業費  

468,000 △468,0000  給料手当

848,970 △847,9701,000  旅費交通費

422,139 △234,782187,357  通信運搬費

91,432 △59,29332,139  消耗品費

1,401,057 △1,261,924139,133  印刷製本費

2,907,500 △2,829,50078,000  諸謝金

977,830 △977,8300  会場費

182,993 △92,97390,020  手数料

189,810 △189,8100  資料図書費

46,089 △46,0890  雑費

7,535,820 △7,008,171527,649事業費計  

管理費  

7,831,093 133,5837,964,676  給料手当

134,322 △2134,320  福利厚生費

1,249,273 △102,7961,146,477  法定福利費

1,244,890 △753,310491,580  会議費

232,000 △210,00022,000  交際費

716,180 △163,410552,770  旅費交通費

442,199 10,121452,320  通信運搬費

360,000 △127,139232,861  消耗什器備品費

156,687 △20,161136,526  消耗品費

0 297,000297,000  修繕費

310,737 △62,013248,724  印刷製本費

119,508 49,298168,806  光熱水料費

1,070,775 △73,031997,744  賃借料

70,600 40,600111,200  租税公課

20,000 020,000  支払負担金

1,161,155 38,1421,199,297  手数料・委託料

2,922 206,078209,000  雑費

15,122,341 △737,04014,385,301管理費計  

22,658,161 △7,745,21114,912,950経常費用計  

△838,753 1,287,978449,225評価損益等調整前当期経常増減額  

△838,753 1,287,978449,225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  

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

経常外費用(2)

0 00経常外費用計  

0 00当期経常外増減額  

△838,753 1,287,978449,225税引前当期一般正味財産増減額  

△838,753 1,287,978449,225当期一般正味財産増減額  

34,177,781 △838,75333,339,028一般正味財産期首残高  

33,339,028 449,22533,788,253一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  

33,339,028 449,22533,788,253Ⅲ 正味財産期末残高
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（単位：円）令和  2年  4月  1日 から令和  3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

12,560,000 812,00013,372,000

  

正会員会費収入

50,000 15,00065,000

  

賛助会員会費収入

12,610,000 827,00013,437,000会費収入計  

事業収入②

0 9,080,0009,080,000

  

事業収入

雑収入③

26 228

  

受取利息収入

2,752,149 △2,424,284327,865

  

雑収入

2,752,175 △2,424,282327,893雑収入計  

15,362,175 7,482,71822,844,893  事業活動収入計

2. 事業活動支出

事業費支出①

0 480,000480,000

  

給料手当支出

1,000 817,090818,090

  

旅費交通費支出

187,357 412,395599,752

  

通信運搬費支出

32,139 267,187299,326

  

消耗品費支出

139,133 1,244,1351,383,268

  

印刷製本費支出

78,000 2,867,0002,945,000

  

諸謝金支出

0 1,908,9801,908,980

  

会場費支出

90,020 99,450189,470

  

手数料支出

0 220,000220,000

  

資料図書費支出

0 154,694154,694

  

雑支出

527,649 8,470,9318,998,580事業費支出計  

管理費支出②

7,964,676 729,3248,694,000

  

給料手当支出

134,320 680135,000

  

福利厚生費支出

1,146,477 147,5231,294,000

  

法定福利費支出

491,580 1,761,5382,253,118

  

会議費支出

22,000 210,000232,000

  

交際費支出

552,770 352,230905,000

  

旅費交通費支出

452,320 35,484487,804

  

通信運搬費支出

232,861 △182,86150,000

  

消耗什器備品費支出

136,526 59,532196,058

  

消耗品費支出

297,000 △297,0000

  

修繕費支出

248,724 74,846323,570

  

印刷製本費支出

168,806 △59,806109,000

  

光熱水料費支出

997,744 80,3361,078,080

  

賃借料支出

111,200 △26,20085,000

  

租税公課支出

20,000 020,000

  

負担金支出

0 1,000,0001,000,000

  

助成金支出

1,199,297 △32,2411,167,056

  

手数料支出

209,000 △177,17031,830

  

雑支出

14,385,301 3,676,21518,061,516管理費支出計  

14,912,950 12,147,14627,060,096  事業活動支出計

449,225 △4,664,428△4,215,203事業活動収支差額  

Ⅱ 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

敷金・保証金戻り収入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

収支計算書
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科　　　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　 　異 備 考

50,000 △50,0000

  

敷金戻り収入

50,000 △50,0000  投資活動収入計

2. 投資活動支出

0 00  投資活動支出計

50,000 △50,0000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

499,225 △4,714,428△4,215,203当期収支差額  

33,279,028 220,44133,499,469前期繰越収支差額  

33,778,253 △4,493,98729,284,266次期繰越収支差額  
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〔第１号議案〕 

2021年度 事業計画 （案） 

 

一般社団法人 北海道認知症グループホーム協会 

 

 

1. 基本方針 

 

昨年は、新型コロナウイルスで幕を開けた一年でした。研修等の事業を全て

中止にし、会議は全てリモートで行い、直接会員の皆様とお会いする機会を失

った年でもありました。また、会員事業所における新型コロナウイルスの感染

が発生した事例も報告され、その取り組みにおける感染症予防と対策をまとめ、

会員の皆様に様々な情報を提供し共有してきました。今年に入りワクチン接種

が始まりましたが、まだまだ油断できない状況は続いています。特に医療現場、

介護現場の逼迫した状況は、誰もが危機感をもってその対応に努力していると

ころです。 

今年度もその余韻を残しつつ、少しずつではありますが、感染症対策を徹底

した中で研修を開催できればと企画致しました。同時に、委員会活動等におき

ましても zoom を活用したリモート会議を継続し行って参ります。また、このよ

うな状況の中でも、昨年度末には、協会事務局も念願の「かでる２.７」に移転

することができ、協会活動も北海道庁をはじめ、それぞれの福祉機関の中枢で

連携を図ることが容易になりました。 

今年度は、任期２年の節目を迎え、役員改選の年でもあります。まだまだ、新

型コロナウイルスの脅威はありますが、新しい任期へと無事に引き継ぐことが

できれば幸いです。どうか皆様におかれましては、この緊張が続く中ではあり

ますが、利用されている入居者とご家族、そして地域の幸せのために、前向きに

ご尽力いただきますようお願い申し上げ、今年度の基本方針と致します。 

 

             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 
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2. 役員会・組織運営等に関する事項 

 

 

１）「総会」（年１回）「理事会」（年２回程度）の開催 
社員総会（定時・臨時）：２０２１年５月２８日 の他、必要に応じ開催す

る。 
理事会：１０月及び３月及び必要に応じ随時開催する。 

 
２）「業務執行理事会」（年３回程度）の開催 

正副会長をはじめ、業務執行理事等の共通理解・共通認識を深め、活動方針

の確認・調整等を行うため、必要に応じて随時開催する。 
 

３）「総務委員会」（年４回程度）の開催 
       組織運営に関する諸課題及び後述記載事業内容に対応する。 
 

４）「事業委員会」（年４回程度）の開催 
       お年寄りにやさしい地域づくりとブロックの活性化につなげてゆく継続的

な活動を目的とし、後述記載事業内容に対応する。 
 
   ５）「研修委員会」（年４回程度）の開催 
       認知症の方がその有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよ

う、介護サービスの充実を図ることを目的とし、後述記載事業内容に対応する。 

 

   ６）「事例検討委員会」（年５回程度）の開催 

       認知症介護における事例を検討し、その相互の連携と智恵と力の結集で、未

来のブロック活動（地域活動）及び、当協会の運営を担っていただくことを目

的とし、後述記載事業内容に対応する。 
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3．総務委員会事業 

 

 

１）ホームページの編集・更新 

     

内容：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 

 

２）各ブロック事務局支援 

     

内容：各ブロック事務局へのブロック事務費 

 

３）永年勤続表彰 

     

内容：１０年以上勤務した会員１０年ごとにその職員の労をねぎらい表彰 

 

４）会員証の発行 

 

   内容：新規入会した正会員に対して、会員証を発行 

 

５）情報提供 

 

     内容：ＦＡＸや郵送にて、行政通知等各種資料等の会員への情報提供を行う 

 

６）リーフレットの作成 

 

   内容：会員拡大等を視野に入れリーフレットを作成 
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4．事業委員会事業 

 

 

１）広報誌の発行 

      

     目的：各ブロックの活動や協会の事業活動、考えなど活字情報を通して、会

員に広く伝達されＧＨの発展に繋がることを主な目的としている。 

 

２）個別アンケート（事業所基礎調査） 

 
目的：事業所の基礎的な調査または時勢の必要な調査などを行い、より良い

利用者サービスの健全性の確保、及び向上発展させるための活用を目

的とする。 

 

     対象：グループホーム全事業所 

        

３）助成事業 

 

       各ブロックへ研修会等の開催のために助成金（１ブロック２０万円以内）の

支援。（コロナ禍のため、今年度のみ随時ブロックからの申請を受け付け。） 

 

       ※ 助成事業にて開催される研修は全て参加費無料 
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5．研修委員会事業 

 

 

１）自主研修会の開催 

 

①認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修 

項目 内容 

開催予定日 第１回 実践者 2021年 5月10日（月）～2021年 6月23日（水） 

    管理者 2021年 6月23日（水）～2021年 6月24日（木） 

第２回 実践者 2021年 6月14日（月）～2021年 7月28日（水） 

管理者 2021年 7月28日（水）～2021年 7月29日（木） 

開催場所  第１回 旭川  第２回 札幌 

参加定員（各回） 実践者：60名   管理者：40名 

参加費 会 員：実践者研修 20,000 円、管理者研修 10,000 円 

    実践者研修・管理者研修をつづけて  25,000 円 

非会員：実践者研修 30,000 円、管理者研修 20,000 円 

    実践者研修・管理者研修をつづけて  50,000 円 

※ 実習謝金は、受講生より実習施設へ直接支払い 

 

②認知症介護実践リーダー研修 

項目 内容 

開催予定日  第１回 2021年 7月 5日（月）～2021年 8月25日（水） 

第２回 2021年 8月 2日（月）～2021年 9月28日（火） 

開催場所  第１回 札幌  第２回 旭川 

参加定員（各回） 40名 

参加費 会 員：38,000 円 

非会員：60,000 円 

 ※ 実習謝金は、受講生より実習施設へ直接支払い 

    
③認知症介護基礎研修 

項目 内容 

開催予定日  第１回 2021年 6月25日（金） 

第２回 2021年 9月16日（木） 

開催場所  第１回 旭川  第２回 札幌 

参加定員（各回） 50名 

参加費 会 員： 5,000 円 

非会員：10,000 円 

 
２）ＺＯＯＭを利用した研修 

 

   適宜開催  
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6．事例検討委員会事業 

 

 
１）会員向け研修会（事例検討会） 

 
   主旨及び目的 ： グループホームで生活されている入居者の基本情報や生活の様

子、またその方を取り巻く環境などをアセスメントした情報を

もとに、その入居者に対しての課題やニーズの把握、生活の質の

向上にむけてチームとして取り組むべき支援についてグループ

ワークで検討し、様々な考えや価値観に触れ多角的な視点を養

える機会とする。 
 

項目 内容 

開催予定日  未定 

開催場所  未定 （集合１回 ＺＯＯＭ２回） 

参加定員  20名 

参加費 会 員： 5,000 円（集合） 3,000円（ＺＯＯＭ） 

非会員：10,000 円（集合） 6,000円（ＺＯＯＭ） 
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7．おせっかいネットワーク 

 

 

災害支援ネットワーク組織にて連携を図り、災害時に対応する。なお、予算書に計

上し、１００万円を限度とし非常時には理事会の決議の上支出する。 

 
 
 

8. 関係機関および団体等との連絡調整 

 

 
   １）北海道デイサービスセンター協議会との連携 

 
  ・認知症介護実践者研修及び認知症対応型サービス事業管理者研修の共催 
   （函館／北見／札幌で開催予定） 
  ・認知症介護基礎研修の共催（函館／北見で開催予定） 
 
２）日本認知症グループホーム協会 
 
  ・研修等の連携 
 
３）北海道老人福祉施設協議会との連携 
 
  ・認知症介護基礎研修の共催（札幌で開催予定） 
 
４）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 
  

５）北海道若年認知症の人と家族の会 
 

①賛助会員として加盟 
 

６）北海道担当部局との連携 
 

７）その他団体との連携の推進 
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Ⅰ　事業活動収支の部

  １．事業活動収入

    ①会費収入 12,795,000 13,437,000 △642,000( )( )( )

        正会員会費収入 12,740,000 13,372,000 △632,0004321

        賛助会員会費収入 55,000 65,000 △10,0004323

    ②事業収入 6,916,000 9,080,000 △2,164,000

    ③雑収入 327,893 327,893 0( )( )( )

        受取利息収入 28 28 04371

        雑収入 327,865 327,865 04379

    事業活動収入計 20,038,893 22,844,893 △2,806,000

  ２．事業活動支出

    ①事業費支出 7,849,660 8,998,580 △1,148,920

    ②管理費支出 16,581,376 18,061,516 △1,480,140( )( )( )

        給料手当支出 8,694,000 8,694,000 06212

        福利厚生費支出 135,000 135,000 06216

        法定福利費支出 1,294,000 1,294,000 06217

        会議費支出 1,028,765 2,253,118 △1,224,3536221

        交際費支出 232,000 232,000 06222

        旅費交通費支出 905,000 905,000 06223

        通信運搬費支出 483,114 487,804 △4,6906224

        消耗什器備品費支出 50,000 50,000 06225

        消耗品費支出 195,709 196,058 △3496226

        印刷製本費支出 321,582 323,570 △1,9886228

        光熱水料費支出 750,000 109,000 641,0006231

        賃借料支出 115,000 1,078,080 △963,0806232

        租税公課支出 85,000 85,000 06235

        負担金支出 20,000 20,000 06236

        助成金支出 1,000,000 1,000,000 06241

        手数料支出 1,209,296 1,167,056 42,2406312

        雑支出 62,910 31,830 31,0806239

    事業活動支出計 24,431,036 27,060,096 △2,629,060

      事業活動収支差額 △4,392,143 △4,215,203 △176,940

Ⅱ　投資活動収支の部

  １．投資活動収入

    投資活動収入計 0 0 0

  ２．投資活動支出

    投資活動支出計 0 0 0

      投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部

  １．財務活動収入

〔第２号議案〕２０２１年度　収支予算（案）

収 支 予 算 書

＜

令和 3年度

科　　　　　目 予  算  額 前年度予算額 増　　　減 備  考

P- 1

法人全体

（単位　円）
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    財務活動収入計 0 0 0

  ２．財務活動支出

    財務活動支出計 0 0 0

      財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ  予備費支出 0 0 0

        当期収支差額 △4,392,143 △4,215,203 △176,9409811

        前期繰越収支差額 33,736,217 33,499,469 236,7489821

        次期繰越収支差額 29,344,074 29,284,266 59,8089831

一般社団法人　北海道認知症グループホーム

収 支 予 算 書

＜

令和 3年度

科　　　　　目 予  算  額 前年度予算額 増　　　減 備  考

P- 2

法人全体

（単位　円）
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Ⅴ　事業収支の部

  １．事業収入

        事業収入 6,916,000 9,080,000 △2,164,0004211

    事業収入計 6,916,000 9,080,000 △2,164,000

  ２．事業費支出

    ①人件費支出 108,000 480,000 △372,000( )( )( )

        給料手当支出 108,000 480,000 △372,0005411

    ②その他事業費支出 7,741,660 8,518,580 △776,920( )( )( )

        旅費交通費支出 1,170,000 818,090 351,9105421

        通信運搬費支出 571,416 599,752 △28,3365422

        消耗品費支出 417,805 299,326 118,4795424

        印刷製本費支出 1,287,732 1,383,268 △95,5365426

        諸謝金支出 2,668,000 2,945,000 △277,0005432

        会場費支出 1,162,660 1,908,980 △746,3205438

        手数料支出 134,000 189,470 △55,4705439

        資料図書費支出 110,000 220,000 △110,0005441

        雑支出 220,047 154,694 65,3535459

    事業費支出計 7,849,660 8,998,580 △1,148,920

      事業収支差額 △933,660 81,420 △1,015,080

事業収支

一般社団法人　北海道認知症グループホーム

収 支 予 算 書

＜

令和 3年度

科　　　　　目 予  算  額 前年度予算額 増　　　減 備  考

P- 3

法人全体

（単位　円）
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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 

5 
顧問 

 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 

 西村 敏子 北海道認知症の人を支える家族の会 

会長  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 

副会長 

総務、事業 

（業務執行） 

総務（委員長） 

加藤 浩志
サテラホーム 有限会社 

ＧＨ サテラホーム 

3 
会長候補

者選挙 
事業（業務執行） 

事例検討（委員長） 
大澤  薫

有限会社 花縁 

ＧＨ 花縁 

研修 

（業務執行） 
西塔 昭代

有限会社 ぞう 

ＧＨ ぞう 

監事 

 及川 雅裕 特定非営利活動法人 リスペクト 

3   小野寺 英 社会福祉法人 函館光智会 

 住友 幸子 有限会社 シャイニング 

理事 

総務 

 
小松 篤実

株式会社 ケア・ハート 

ＧＨ あかしあ 
1 

札幌 

ブロック

研修 

（委員長） 
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 
加藤 圭太郎

特定非営利活動法人 NPO 社会福祉振興会 

ＧＨ ななかまど美唄館 
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

事業 

（副委員長） 
中田 良彦

社会福祉法人 富門華会 

ＧＨ さかえ 
1 

日胆 

ブロック

研修 

（副委員長） 
宮田 勝文

特定非営利活動法人 幕別ケアサポート 

ＧＨ そよかぜ 
1 

十勝 

ブロック

研修 

 
石井 善樹

有限会社 グッドウィル  

ＧＨ 武佐の杜 
1 

道東 

ブロック

研修 
寺井 松子

医療法人社団 淳彩会 永山循環器科クリニック 

ＧＨ やすらぎの里 
1 

道北 

ブロック

総務 

（副委員長） 
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 

3 外部理事 井出  訓 放送大学  

 野口 恵子 北海道介護福祉士会 

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 

２０２１年３月３１日現在 
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会員状況 
                    ２０２１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 ２ ２３ ３８５ １００２

賛助会員 ０ ３ １０

※ 正会員加入率３８．４％ 
※ ２０２０年３月３１日における北海道のＧＨ数 ９９４ 

 
 
 
 
 

ブロック別 正会員状況 

ブロック 
2020．３月末日 

会員数 
入会数 退会数 会員数 事業所数 加入率 

札幌 89 0 10 79 282 28.0%

道央 13 0 0 13 56 23.2%

後志 18 0 1 17 59 28.8%

空知 25 0 1 24 68 35.3%

道南 39 0 0 39 89 43.8%

日胆 52 1 3 50 86 58.1%

十勝 16 0 2 14 80 17.5%

道東 50 0 2 48 64 75.0%

道北 65 1 2 64 149 43.0%

オホーツク 39 0 2 37 69 53.6%

合  計 406 2 23 385 1002 38.4%
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