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平成 29年度 社会福祉法人新篠津福祉会法人本部事業報告 

 

                        社会福祉法人 新篠津福祉会 

 

  平成 29年度法人本部関係の事業につきましては、事業計画に基づき予定のとおり

事業が終了したことを下記によりご報告いたします。 

 

【事業概要】 

① 第 1・四半期では、社会福祉法が改正され新たな法律の基で事業がスタートし

ています。また、4/3 には新篠津福祉会辞令交付式を行い、新篠津福祉園副施設

長に石塚忠氏を任命したほか新規採用職員7名、昇格7名の発令も行っています。 

5 月に入り 28 年度事業及び決算に関する監事監査を実施したほか、行事関係

では、新しのつ幸生園まつりが 5/27に開催され盛会裏に終了しています。 

6 月に入り、6/2 に平成 29 年度第 1 回理事会を開催し 28 年度の事業及び決算

について、経理規程の一部変更などを提案しそれぞれ承認されています。また、

6/16には平成 29年度定時評議員会が開催され、28年度の事業及び決算が承認さ

れたほか、役員の選任、会計監査人の設置及び選任、役員及び評議員に対する報

酬等の支給基準についてもそれぞれ決定されています。更に同日第 2回目の理事

会を開催し理事の互選により立蔵寛司氏が理事長に就任されています。また、施

設整備では新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事の入札を

始め職員住宅の物置設置工事、新しのつ幸生園厨房床下配管改修工事、はぴえこ

新しのつ周辺舗装工事に係る随意契約等についても承認されました。 

 

② 第 2・四半期では、7/1ふれあいまつり、9/17長寿を祝う会・福祉園まつりがそ

れぞれ開催され盛会裏にまつりが終了することができました。また、地域の行

事参加では、8/26 新しのつ青空まつりでの山車・踊りパレードの参加や 9/2 新

篠津村駅伝大会出場もおこなっています。 

   防災関係では9/28新篠津村より災害時の避難先の変更指示をいただきました。 

  従来の避難先新篠津自治センターからふれあいの苑へ変更された内容で、より

避難先が近くなったことにより利用者様の避難誘導の短縮が見込まれます。 

   施設整備におきましては、職員住宅の物置設置工事や新しのつ幸生園厨房床

下配管改修工事、はぴえこ新しのつ周辺舗装がそれぞれ完成しております。 

   研修関係では、7/4社会福祉法人経営セミナーへの参加や9/7～8苫小牧市 沼



 2 

ノ端はくちょう会（ユニット型特養）を視察し研鑽を深めています。 

 

③ 第 3・四半期では、職員を募集しても応募する人が少なく人材不足が深刻な中、

その解決に向けて就業規則や給与規程等を見直す取り組みを行い 12/13 

開催の理事会に提案し承認をいただくことができました。また、理事会の後引

き続き開催されました新篠津村との懇談会では石塚村長、古谷副村長、吉田住

民課長をお招きし、各施設の状況報告・今後の課題等について意見交換をしま

した。特に理事長からは「法人は自力で出きることは行っていきますが、村に

おいても福祉基金の増額等をお願いしたい。」との要請を行っています。 

 施設整備では、10/8 みのりの苑リネンサービス係全自動洗濯脱水機入れ替え

工事、10/31 ふれあいの苑男子浴室改修工事がそれぞれ竣工引渡しを受けていま

す。 

 研修関係では、10/20 新篠津福祉会役職員研修会を開催し、「社会福祉法人の

リスクマネージメント」についての講演を行っています。 

 行事関係では、12/15新しのつ幸生園クリスマス会、12/16 ふれあいの苑クリ

スマス会、12/27 新篠津福祉園利用者様忘年会をそれぞれ開催しています。 

 その他では、12月に札幌信用金庫社会福祉基金様から今年もご寄贈をいただ

いています。 

 

  ④ 第 4・四半期では、1/19 新篠津福祉会役職員による新年会を開催しています。 

   また、2月には苦情相談第三者委員会を開催し、各施設の報告をしていますが、

委員からは適切な解決内容ですなどのお話を受けています。 

    更に 3 月には理事会及び評議員会を開催し基本財産処分の承認、定款の一部

変更や平成 30年度事業計画及び資金収支予算の承認を受けています。 

    人事ではふれあいの苑施設長高柳直人氏が 3/1 付けで退任されたのを受け、

3/14ふれあいの苑副施設長佐藤強氏を施設長に選任しています。 

    施設整備では新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事が

2/14完成することができました。 

 

 

（1）新篠津福祉会役員体制 

  理事 6名 監事 2名 評議員 7名 
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平成 30年 3月 31日現在 

区 分 氏   名 住   所 任    期 

理事長 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

監 事 

監 事 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

立蔵 寛司 

藤永 康夫 

盛田 一彦 

松永 厚美 

高柳 直人 

栁  正弘 

続橋  隆 

中井 輝彰 

祖母井里重子 

媚山 哲雄 

吉田 三津男 

吉川 哲夫 

吉川 良一 

黒壁 るり子 

松本 文子 

石狩郡新篠津村第 39線南 54番地 

石狩郡新篠津村第 37線北 35番地 

石狩郡新篠津村第 43線南 21番地 

石狩郡新篠津村第 44線北 20番地 

石狩郡新篠津村第 46線北 11番地 

石狩郡新篠津村第 46線北 16番地 

石狩郡新篠津村第 47線北 13番地 

石狩郡新篠津村第 46線北 8番地 

札幌市中央区南 13条西 13丁目 

石狩郡新篠津村第 44線北 13番地 

石狩郡新篠津村第 47線北 9番地 

石狩郡新篠津村第 47線北 9番地 

石狩郡新篠津村第 47線北 14番地 

石狩郡新篠津村第 46線北 38番地 

石狩郡新篠津村第 45線北 14番地 

平成 31年 6月の定時評議員会終結の時まで 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

平成 33年 6月の定時評議員会終結の時まで 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

 

（2）新篠津福祉会の事業内容 

                          平成 30年 3月 31日現在 

区  分 事 業 内 容 定 員 

新篠津福祉園関係 

○ 介護老人福祉施設 

 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム新篠津福祉園 

新篠津福祉園診療所 

新篠津指定居宅介護支援事業所 

短期入所生活介護事業 

新篠津デイサービスセンター 

新篠津福祉園ホームヘルプサービス 

１３５名 

 

 

１４名 

２８名 



 4 

新しのつ幸生園関係 

○ 障がい者支援施設 

  

新しのつ幸生園 指定施設入所支援 

        指定生活介護事業 

        短期入所事業 

        日中一時支援 

障がい福祉サービス事業所 

はぴえこ新しのつ 

共同生活援助事業 はぴらいふ新しのつ 

４０名 

４０名 

６名 

３名 

 

２０名 

１６名 

ふれあいの苑関係 

○ 障がい者支援施設 

   

ふれあいの苑  指定施設入所支援 

        指定生活介護事業 

        短期入所事業 

障がい福祉サービス事業所 

 就労継続支援 B型 みのりの苑 

 就労移行支援   こねくと 

共同生活援助事業支援センターこすもす 

      グループホーム 8ヵ所 

特定相談支援事業所 おあしす 

特定相談支援事業所 まるく 

えべつ障がい者しごと相談室すてら 

５０名 

４０名 

２名 

 

５０名 

２０名 

 

４９名 

 

 

（3）理事会の開催状況 

① 平成 29年 6月 2日(金) 第 1回理事会の開催 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事に係る 

設計業務委託の随意契約結果報告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会経理規程の一部変更について 

・ 平成 28年度社会福祉法人新篠津福祉会事業報告の承認について 

・ 平成 28年度社会福祉法人新篠津福祉会決算の承認について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会会計監査人候補者の推薦について 

 

② 平成 29年 6月 16日(金) 第 2回理事会の開催 

 ・ 理事の互選による理事長の選出について 

・ 定款細則中の「理事長個人が特別の利害関係を有する場合」における専決理

事の選出について 
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・ 平成 28年度 社会福祉充実残額の計算結果報告について 

・ 新篠津福祉会会計監査人の報酬について 

・ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事における監理業

務の随意契約について 

・ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事の入札について 

・ 新篠津福祉会職員住宅物置工事に係る随意契約について 

・ 新篠津福祉会法人本部拠点区分積立金の取崩について 

・ 平成 29年度 新篠津福祉会法人本部拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

・ 新しのつ幸生園厨房床下配管改修工事に係る随意契約について 

・ はぴえこ新しのつ周辺舗装工事に係る随意契約について 

・ 新篠津デイサービスセンター及び新篠津福祉園ホームヘルプサービス運営

規程の一部変更について 

 

   ③ 平成 29年 7月 19日(水) 第 3回理事会の開催 

・ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事に係る監理業務

の随意契約結果報告について 

・ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事に係る入札結果

及び契約の締結について 

・ 新篠津福祉会職員住宅物置設置工事に係る見積り合わせの結果及び契約の

締結について 

・ 新しのつ幸生園厨房床下配管改修工事に係る見積もり合わせの結果及び契

約の締結について 

・ みのりの苑リネンサービス係全自動洗濯脱水機入れ替え工事について 

・ 平成 29年年度 ふれあいの苑拠点区分積立金の取り崩しについて 

・ 平成 29年年度 ふれあいの苑拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

 

   ④  平成 29年 9月 7日(木) 第 4回理事会の開催 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ みのりの苑リネンサービス係全自動洗濯脱水機入れ替え工事に係る見積も

り合わせの結果及び契約の締結について 

・ 理事長の職務の執行状況報告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会育児・介護休業等に関する規程の一部変更につい

て 
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・ 社会福祉法人新篠津福祉会処務規程の一部変更について 

・ 平成 29年度新篠津福祉園拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

・ ふれあいの苑男子浴室改修工事に係る随意契約について 

   

⑤ 平成 29年 12月 13日（水）第 5回理事会の開催 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 理事長の職務の執行状況報告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会就業規則の一部変更について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会臨時職員等取扱要綱の一部変更について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会給与規程の一部変更について 

・ 平成 29年度新篠津福祉会法人本部拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉園拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度新しのつ幸生園拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度ふれあいの苑拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉園公益事業拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

   

  ⑥ 平成 30年 3月 13日（火）第 6回理事会の開催 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 理事長の職務の執行状況報告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会理事長・施設長等の報酬審議会結果報告について 

・ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事の完成報告につ

いて 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会基本財産処分の承認について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款の一部変更について 

・ 新篠津福祉園運営規程及び新篠津福祉園短期入所生活介護運営規程（予防介

護含む）の一部変更について 

・ 新篠津デイサービスセンター運営規程及び新篠津指定居宅介護支援事業所

運営規程の一部変更について 

・ 障がい者支援施設新しのつ幸生園運営規程及び新しのつ幸生園短期入所事

業運営規程、障がい福祉サービス事業所はぴえこ新しのつ運営規程、共同生

活援助事業はぴらいふ新しのつ運営規程の一部変更について 

・ 障がい者支援施設ふれあいの苑運営規程及びふれあいの苑短期入所事業運

営規程、相談支援事業所おあしす運営規程、支援センターこすもす運営規程、
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障がい福祉サービス事業所みのりの苑運営規程、サポートセンターこねくと

運営規程の一部変更について 

・ ふれあいの苑施設長の任命について 

・ ふれあいの苑副施設長の任命について 

・ 平成 29年度新篠津福祉会法人本部拠点区分第 3次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉園拠点区分第 3次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度新しのつ幸生園拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度ふれあいの苑拠点区分第 3次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉園公益事業拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 30年度新篠津福祉会法人本部事業計画（案） 

・ 平成 30年度新篠津福祉園関係事業計画（案） 

・ 平成 30年度新しのつ幸生園関係事業計画（案） 

・ 平成 30年度ふれあいの苑関係事業計画（案） 

・ 平成 30年度新篠津福祉会資金収支予算（案） 

 

（4）評議員会の開催状況 

① 平成 29年 6月 16日(金) 平成 29年度定時評議員会の開催 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 平成 28年度 社会福祉充実残額の計算結果報告について 

・ 平成 28年度社会福祉法人新篠津福祉会事業報告について 

・ 平成 28年度社会福祉法人新篠津福祉会決算の承認について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会理事及び監事の選任について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会会計監査人の設置及び選任について 

・ 社会福祉法人 新篠津福祉会理事及び監事並びに評議員に対する 

報酬等の支給基準・報酬額について 

 

② 平成 30年 3月 19日（月）平成 29年度新篠津福祉会臨時評議員会の開催 

・ 平成 30年度新篠津福祉会法人本部事業計画 

・ 平成 30年度新篠津福祉園関係事業計画 

・ 平成 30年度新しのつ幸生園関係事業計画 

・ 平成 30年度ふれあいの苑関係事業計画 

・ 平成 30年度新篠津福祉会資金収支予算 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会基本財産処分の承認について 
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・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款の一部変更について 

（5）監事監査の実施状況 

① 平成 29年 5月 22日(月) 第 1回監事監査の実施 

平成 28年度各事業報告書並びに会計監査報告書に基づき監査した結果、各

事業報告は計画通り実施されていました。決算についても経理規程に基づき適

正に処理されたことを認めます。又、福祉園利用者預り金の収支についても「利

用者預かり金取扱要領」に基づき適正に管理されていました。 

    特に提案事項は、ありません。 

 

② 平成 29年 5月 22日(月) 会計監査の実施 

    平成 28年度社会福祉法人新篠津福祉会決算について、定款第 33条に基づき 

    貸借対照表、収支計算書、貸借対照表及び収支計算書の附属明細書、財産目

録、各拠点区分計算書類及び附属明細書並びに財産目録を確認した結果 

    適正に会計処理をされていたことを認めます。 

 

③ 平成 29年 8月 3日(木) 第 2回監事監査の実施 

平成 29 年度第 1・四半期（6 月末現在）の監査結果については、各施設の事

業並びに会計予算の執行状況も概ね計画通り推移しており、経理処理も適正に

行われております。福祉園の利用者様の預かり金についても、適正に処理され

ておりました。 その他提案事項は特にありません。 

    

④ 平成 29年 11月 9日(木) 第 3回監事監査の実施 

        平成 29 年度第 2・四半期（9 月末現在）の監査結果について、各施設の事業

運営並びに事業予算に対する執行状況も計画通り推移しており、経理処理も

適正に処理されています。又、福祉園の預かり金についても、適正に管理さ

れいまいす。今後利用者様並びに職員のインフルエンザ・ノロウイルス等の

発症が懸念されることから、より一層の予防対策を講じ発症予防に努めてく

ださい。 

 

  ⑤ 平成 30年 2月 9日（金）第 4回監事監査の実施 

       平成 29年度第 3・四半期（12月末現在）の監査結果について、各施設の事業

活動並びに会計予算の執行状況も概ね計画どおり推移しており、会計経理等も

適正に処理されております。又、福祉園の利用者様の預かり金の管理等につい
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ても取り扱い要綱に基づき適正に処理されております。 

    各施設におけるインフルエンザの発症状況も少なく、最小限内でおさまって

いるとのことですが、これからの時期ノロウイルスも含め発症も懸念されると

思いますので予防等に一層の万全を期して頂きたい。 

 

（6）会計監査人による調査指導 板垣会計事務所 

  ① 平成 29年 7月 25日 会計監査人による監査の円滑な導入のための指導 

  ② 平成 29年 12月 4日～6日 会計監査人による調査指導 

  ③ 平成 30年 3月 30日  棚卸調査 

 

（7）研修の状況 

  ① 平成 29年  4月 5日  新篠津福祉会新人職員研修 参加対象 新人職員ほか 

            接遇マナーについて  講師 大金真理子 

  

② 平成 29年  7月 4日 平成 29年度社会福祉法人経営セミナー 

札幌市 ホテルモントレーエーデルホフ札幌 

「要チェック改正社会福祉法施行後の法人経営」 

「知らないでは済まされない指導監査ガイドライン徹底解説」 

                        理事長、３施設長参加 

③ 平成 29年  9月 7日～8日 役職員視察研修 

苫小牧市 社会福祉法人 沼ノ端はくちょう会視察 

特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑 木造ユニット 

介護老人福祉施設 （定員 50名＋ショートステイ 10名） 

                         役職員 20名参加 

  

④ 平成 29年 10月 20日 新篠津福祉会役職員研修会 

会場 ふれあいの苑地域交流ホーム 

社会福祉法人のリスクマネージメント 

講師 株式会社 北海道保険補償 石山 忠 氏 

福祉施設のリスク事例をグループワークを通じ、その解決に向け意見を出し合

う内容です。                                        60名参加 

 

⑤ 平成 30年 2月 15日 平成 29年度 社会福祉法人経営実践セミナー 
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会場 札幌ビューホテル大通公園 

講義 「ここで差がつく明日からの社会福祉法人経営」 

事業説明「時代を先どりした最新情報をキャッチ」 

実践発表 「明日からこれで取り組める 地域における公益的な取り組みの

極意を教えます」        理事長、施設長、事務局参加 

 

（8）施設整備の状況 

① 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事に係る 

  設計業務委託の随意契約結果報告について 

  入札日時 平成 29年 4月 17日 場所 新篠津福祉会理事長室 

  予定価格３，０２４，０００円   比較価格２，８００，０００円 

  入札参加者及び入札額 

  株式会社 中田建築設計           ２，１００，０００円 

  株式会社 横河建築設計事務所 札幌事務所  ３，５００，０００円 

  有限会社 タウ設計工房           （辞 退） 

㈱中田建築設計と契約を締結 

契約金額 ２，２６８，０００円（消費税含む） 

業務の実施期間 平成 29年 4月 19日～平成 29年 6月 15日 

 

 ② 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事に係る 

   監理業務の随意契約結果報告について 

  入札日時 平成 29年 6月 21日 場所 新篠津福祉会理事長室 

  予定価格９９３，６００円   比較価格９２０，０００円 

  入札参加者及び入札額 

  株式会社 中田建築設計      ９００，０００円 

  合資会社 ing建築設計事務所  １，１００，０００円 

株式会社 中田建築設計と契約を締結 

契約金額  ９７２，０００円（消費税含む） 

 予定工期 契約の日から平成 30年 3月 10日 

 

③ 新しのつ幸生園厨房床下配管改修工事の完成報告について 

   工事場所 石狩郡新篠津村第 45線北 12番地 

   工事請負業者 清和設備エンジニアリング株式会社 
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   工事請負金額  ３，７８０，０００円 

   契約上の工期 平成 29年 7月 25日～平成 29年 10月 31日 

   工事内容  新のつ幸生園厨房床下配管改修 

      竣工引渡し日 平成 29年 9月 1日 

 

   ④ はぴえこ新しのつ周辺舗装工事の完成報告について 

   工事場所 石狩郡新篠津村第 45線北 12番地 

   工事請負業者 加藤建設株式会社 

   工事請負金額  ３，９６３，６００円 

   契約上の工期 平成 29年 7月 25日～平成 29年 10月 31日 

   工事内容   はぴえこ新しのつ周辺（リサイクルセンター周辺）の舗装 

      竣工引渡し日 平成 29年 9月 13日 

 

    ⑤ 新篠津福祉会職員住宅物置設置工事の完成報告について 

   工事場所 石狩郡新篠津村第 45線北 14番地 

   工事請負業者 加藤建設株式会社 

   工事請負金額 ３，７４７，６００円 

   契約上の工期 平成 29年 7月 25日～平成 29年 9月 30日 

   工事内容   ヨド物置連結型 LLD-1522 4連×3棟 

      竣工引渡し日 平成 29年 9月 20日 

   

⑥ みのりの苑リネンサービス係全自動洗濯脱水機入れ替え工事 

   工事場所 石狩郡新篠津村第 45線北 14番地 みのりの苑リネン作業棟 

   工事請負業者 フィールドパワーエンジニアリング株式会社 

   工事請負金額 ２，２１４，０００円 

   契約上の工期 平成 29年 8月 21日～平成 29年 10月 31日 

   工事内容   アサヒ全自動洗濯脱水機 ＷＥＲ－２５ＳＡ 1台 

      竣工引渡し日 平成 29年 10月 8日 

 

  ⑦ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事に係る中間検査 

    平成 29年 10月 30日 石狩振興局による改修工事中間検査 

 

⑧ ふれあいの苑男子浴室改修工事 
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   工事場所 石狩郡新篠津村第 45線北 14番地 ふれあいの苑 

   工事請負業者 加藤建設株式会社 

   工事請負金額 ３，２７９，９６０円 

   契約上の工期 平成 29年９月 2６日～平成 29年 10月 31日 

   工事内容  男子浴室をＦＲＰに改修、床及び壁タイルを防水シートに改修等 

      竣工引渡し日 平成 29年 10月 31日 

   

 ⑨ 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事の完成報告について 

   工事名 新篠津福祉園多床室のプライバシー保護のための改修工事 

       （平成 29年度介護サービス提供基盤等整備事業） 

   工事場所 石狩郡新篠津村第 45線北 12番地 

   設計監理業者 中田建築設計事務所 

   工事請負業者 松浦建設株式会社 

   工事請負契約金額 １００，７６４，０００円（消費税 7,464,000 円） 

   補助対象金額 ８４，６７２，０００円 

   支払条件 中間時 ４５，３４３，８００円 平成 29年 11月 2日支払 

        完成時 ５５，４２０，２００円 平成 30年 3月 2日支払 

      工 期  平成 29年 7月 20日から平成 30年 2月 14日 

      工事内容 多床室における利用者様の個々の空間を仕切ることによって、居住

環境の質の向上とプライバシー保護を目的とした工事を行いました。 

        2床室=20室、3床室=20室、4床室=3室の計 112床の改修工事 

        を行いました。 

   引渡し日 平成 30年 2月 14日 

 

（9）人事・労務関係 

 

① 職員採用・昇格関係 

1. 平成 29年 4月 3日  新篠津福祉会辞令交付式 

   （新規採用職員） 7名   

   （昇格発令）   8名 
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③ 役 員 人 事 

 

  １．平成 29 年 6月 16 日の定時評議員会において役員の選任をいただきました。 

    役員定数 理事 6名 監事 2名 

    任 期 平成 29年 6月 16日～平成 31年 6月定時評議員会の終結の時まで 

役 職 氏   名 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

監 事 

監 事 

立蔵 寛司 

盛田 一彦 

高柳 直人 

松永 厚美 

栁  正弘 

藤永 康夫 

続橋  隆 

中井 輝彰 

 

２．平成 2９年６月１６日の理事会において、理事の互選により 

立蔵寛司氏が理事長に就任。 

 

   ３．平成 2９年６月１６日の定時評議員において、会計監査人を選任 

    板垣 洋公認会計士事務所  

    板垣 洋 氏が就任 6/25承諾 

 

（10）新篠津村との懇談会 

開催日 平成 29年 12月 13日（水）午後 4時 30分 

   出席者 石塚村長 古谷副村長 吉田住民課長 

       立蔵理事長 福祉会理事・監事・役職員 

   内 容 各施設の現状と課題を報告する。 

       新篠津福祉園⇒介護職の 8 割が介護福祉士資格を取得。その一方で新

規採用の半分が無資格者なので資格取得に向けた指導、人材

育成をおこなっています。既存の屋根の補修も急務 

       新しのつ幸生園⇒定着支援センターの紹介により触法の受け入れにつ

いての相談があります。 

       ふれあいの苑⇒入所希望者が少なくなってきています。高等養護卒業
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生は就労希望のケースが多い。施設内エアコン設置必要な箇

所があります。 

       共通課題⇒職員の確保 

       理事長⇒グループホームはるかの耐震検査を行っていますが、施設に

ついても耐震検査をすると 300万ほど掛かります。 

           以前は村に福祉基金がありましたが使い果たしたときいてい

ます。是非福祉基金の増額をお願いしたいと思っています。 

           私ども法人も自力でできることは行っていきますが、これか

らも支援の程お願いします。 

 

（11）苦情相談第三者委員会 

  開催日 平成 30年 2月 16日 （金）午後 3時 

    参加者  松岡達也委員 藤原重孝委員 理事長、各施設長、担当者、法人事務局 

  各施設より資料に基づき苦情相談要望等について担当者より説明 

   松岡委員⇒皆様のお話を伺いすばらしいと思いました。高等養護学校では保護

者から学校評価に関するアンケートを受けていますが、私たちより記録をしっか

りとっているなと感じます。その中でそういうつもりでなかったのだけれど誤解

を与えていることがあります。また、やっちゃいけないことをやらないことはそ

もそもですが、誤解を与えないということが大切です。 

   藤原委員⇒寺の中でも誤解を招くことがございます。親切に教えたことが上か

ら目線で言われたということもあります。いま聞いておりますと大変適切な解決

内容だと思います。 

 

（12）地域社会に貢献する取り組み 

（1）地域の高齢者等向け介護教室の開催 

① 平成 29年 5月 20日  参加者 15名 

テーマ 「こんなときどうする？福祉サービスあれこれ」 

② 平成 29年 7月 29日  参加者 25名 

   テーマ 「今日からできる認知症予防」 

③ 平成 29年 9月 30日  参加者 21名 

    テーマ 「転ばない身体をつくろう」 

④ 平成 29年 11月 25日  参加者 17名 

    テーマ 「食事について 」 
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  ⑤ 平成 30年 1月 27日     参加者 19名 

  テーマ 「楽しく鍛えよ、頭と体のいきいきトレーニング」 

  ⑥ 平成 30年 3月 27日     参加者 15名 

  テーマ「サルコペニア？食べて運動、認知症予防」 

 

（2）障がい者施設の実践   

  利用者との散歩の際に地域周辺のごみ拾いなどを行う活動を随時おこなっ

ています。 

 

（13） 広報の発行 

      平成 30年 1月 1日福祉会だより新年号を発行 

     新篠津福祉会経営の新篠津福祉園、新しのつ幸生園、ふれあいの苑の近況

を利用者様及びご家族並びに関係者・地域住民に配布しました。 

 

（14）情報の開示 

平成 29 年 6 月 16 日の定時評議員会で承認されましたので、定款第 33 条第 3

項の規定に基づき、下記書類の備え置き閲覧ができるように書類整備しました。 

平成 28年度 事業報告及び決算並びに監査報告書 

理事及び監事並びに評議員の名簿 

理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準 

事業の概要等を記載した書類 

 

（15）そ の 他 

平成 29年  4月  3日 新篠津福祉会辞令交付式  

平成 29年  4月  吉日 福祉施設災害等緊急時における協力依頼 中央自治区等 

平成 29年  4月 24日  法人運営会議 

平成 29年  4月 26日 新篠津村観光協会安全祈願祭 理事長出席 

平成 29年  5月 19日  札幌北法人会税務研修会 理事長出席 

平成 29年  5月 27日  新しのつ幸生園まつりの開催 

平成 29年  5月 29日  法人運営会議 

平成 29年  6月 23日  6/16付け理事長就任登記 

           3/31 法人資産変更登記２，３８１，０２３，５３２円 

平成 29年  6月 26日  法人運営会議 
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平成 29年  6月 30日  新篠津村消防団訓練大会出席 

平成 29年 7月  1日  ふれあい祭り 2017の開催 

平成 29年 7月 12日  平和祈念戦没者慰霊祭 

平成 29年 7月 13日  前村長東出輝一様への感謝の集い 札幌市 

平成 29年 7月 25日  会計監査人の指導 「円滑な導入のために」 

平成 29年 7月 31日  法人運営会議 

平成 29年 8月 25日  三団体ゴルフコンペ 理事長参加 

平成 29年 8月 26日  新篠津村青空まつり 山車・踊りパレード参加 

平成 29年 8月 28日  法人運営会議 

平成 29年 9月  1日  村の日式典 

平成 29年 9月  2日  新篠津村駅伝大会 福祉園・ふれあいの苑チーム参加 

平成 29年 9月 17日 長寿を祝う会・福祉園まつりの開催 

平成 29年 9月 21日～22日 村長と村関係団体上京陳情 理事長代理石塚参加 

平成 29年 9月 25日 法人運営会議 

平成 29年 9月 28日 新篠津村より災害時の避難場所の変更指示あり 

           避難場所 ふれあいの苑へ避難 

平成 29年 10月 20日  新篠津福祉会役職員研修会 

平成 29年 10月 30日 法人運営会議 

平成 29年 11月 27日 法人運営会議 

平成 29年 12月 4日～6日 会計監査人会計調査 板垣会計事務所 

平成 29年 12月 14日 石狩振興局 副局長 社会福祉課長ほか来園 

平成 29年 12月 15日 新しのつ幸生園クリスマス会 

平成 29年 12月 16日  ふれあいの苑クリスマス会 

平成 29年 12月 25日 札幌信用金庫社会福祉基金より 10万円寄贈 

平成 29年 12月 25日 法人運営会議 

平成 29年 12月 27日  新篠津福祉園利用者様忘年会 

平成 29年 12月 28日 あいさつ回り 

平成 30年  1月 5日 新篠津村安全祈願祭・出初式参加 

平成 30年 1月 9日 年始あいさつ回り 石狩振興局・新篠津村役場ほか 

平成 30年 1月 19日 新篠津福祉会役職員新年会   村自治センター 

平成 30年  1月 30日 法人運営会議 

平成 30年 2月 13日 施設長等の報酬審議会（黒壁施設長・佐藤副施設長）の開催 

平成 30年 2月 16日 苦情相談第三者委員会の開催 
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平成 30年 2月 26日 法人運営会議 

平成 30年 3月 1日 ふれあいの苑高柳施設長送別会 

平成 30年 3月 26日 法人運営会議 


