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平成 28年度 社会福祉法人新篠津福祉会事業報告 

 

                        社会福祉法人 新篠津福祉会 

（法人本部関係） 

 

１. 四半期毎の概要 

① 第 1・四半期では、4/1 に新篠津福祉会辞令交付式を行い、柳正弘氏が新しの

つ幸生園施設長に就任、又、ふれあいの苑関係では川田純氏が課長に昇格するほか

新規採用 9名と係長職・主任等の昇格者の発令 16名も行い、28年度の事業がスタ

ートしました。 

5月に入り評議員会及び理事会が開催され平成 27年度の事業及び決算について、

承認をいただくと共に社会福祉法が改正される中、当法人においても理事定数を次

期改選の際に 8名から 6名に変更することとしています。また、福祉医療機構の退

職手当共済事業の公費助成が 4/1から廃止されることを受けて新篠津福祉会の退職

金規程の見直しも図りました。行事関係では、新しのつ幸生園まつりが 5/28 開催

され盛会裏に終了しています。 

6月には、ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事に伴う入札が 6/21に行わ

れ入札の結果、松浦建設㈱が落札 6/23工事契約の締結をおこなっています。 

 

 ② 第 2・四半期では、9/9 の評議員会において任期満了に伴う役員（理事・監事） 

 の選任をいただき、9/24の理事会から新役員（理事 6名・監事 2名）による法人経

営がスタートしています。また、理事の互選による理事長の選出では立蔵理事が全

会一致で推薦され理事長に就任しています。 

  社会福祉法が改正され制度改革される中、事業運営の透明性の向上や地域社会に

貢献する取り組み、評議員の権限（意思決定機関へ改正）、理事会の権限（業務執行

機関への改正）等の変更を盛り込んだ定款変更への準備を進めました。 

  また、研修では 8/29～30に役職員研修会を実施し、北斗市の社会福祉法人函館緑

花会で障がい者施設等を視察してきています。 

  行事関係では、7/3 ふれあいまつり、9/18 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。更に地域の行事参加では、

新しのつ青空まつり、新篠津村駅伝大会の各行事への参加もおこなっています。 

 

 ③ 第 3・四半期では、12/15 の評議員会及び 12/19の理事会において社会福祉法改
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正に伴う定款変更の承認をいただき、石狩振興局に定款変更認可申請書の提出を行

っています。また、関連して評議員選任・解任委員会委員の選任や評議員候補者の

推薦についても理事会で承認をいただいております。 

  12/19には新篠津村より東出村長、窪田副村長、松村住民課長をお招きし新篠津村

との懇談会を開催し、各施設の状況報告、今後の課題などについて話し合いを行い

ました。 

  施設整備では、ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事が 10/31 完成し、ま

た、はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラー設置に伴う業者も決定

しています。 

  研修関係では、10/12 新篠津福祉会役職員研修を開催し、「社会福祉法が改正され

社会福祉法人はどのように変わるのか」をテーマに研修を行うと共に 11/21 には道

経営協主催の社会福祉法改正緊急経営セミナーへの参加も行っています。 

  行事関係では、12/16 新しのつ幸生園クリスマス会 12/17ふれあいの苑クリスマス

会、12/21新篠津福祉園利用者様忘年会がそれぞれ開催され利用者様に楽しんでいた

だくことができました。 

 

 ④ 第 4・四半期では、社会福祉法の改正に伴い申請しおりました定款の一部変更

が 1/11に石狩振興局より認可されています。また、1/18には新篠津福祉会役職員の

新年会を開催しました。 

  2月に入り 2/13評議員・選任解任委員会において、新たな評議員 7名を選任いた

だきました。また、2/23 苦情相談第三者委員会を開催し、佐々木委員に各施設の苦

情に関する状況報告を行っています。 

  更に 3月の評議員会及び理事会では、就業規則・給与規程・臨時職員等取扱要綱・

各施設の運営規程の一部変更について提案したほか、新篠津福祉園副施設長の任命

や新篠津福祉園の多少室の個室化整備事業に関する設計委託業務の入札、平成 29年

度事業計画（案）、平成 29 年度資金収支予算（案）についてもそれぞれ承認されま

した。 

  以下、28年度新篠津福祉会の事業を報告いたします。 

 

２. 理事会の開催状況 

① 平成 28年 5月 26日(木) 第 1回理事会の開催 

・ 平成 27年度新篠津福祉会各事業報告について 

・ 平成 27年度新篠津福祉会各決算報告について 
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・ ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事に伴う設計・監理業務の 

契約締結について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款の一部変更について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会退職金支給規程の一部変更について 

・ はぴらいふ新しのつ運営規程の一部変更について 

・ ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事に伴う入札等について 

 

② 平成 28年 6月 21日(火) 第 2回理事会の開催 

 ・ ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事に伴う 

入札結果及び契約締結について 

       ・ ふれあいの苑運営規程、ふれあいの苑短期入所事業所運営規程及び 

         支援センターこすもす運営規程の一部変更について 

・ 平成 28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） 

・ 平成 28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 28年度 ふれあいの苑拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

 

③ 平成 28年 9月 2４日(土) 第 3回理事会の開催 

・ 理事の互選による理事長の選任について 

・ 理事長職務代理者の指名について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 新篠津デイサービスセンター運営規程（介護予防含む）の一部変更について 

・ はぴらいふ新しのつ新規グループホーム開設及びスプリンクラー設置工事

に係る入札等について 

・ 新しのつ幸生園拠点区分積立金の取り崩しについて 

・ 平成 28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） 

 

    ④ 平成 28年 12月 19日（月）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 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員及び役員の報酬等の支給に関する規程の

制定について 

・ 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 

・ はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラーの設置工事に係る
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入札結果報告について 

・ ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事の完成報告について 

・ 新しのつ幸生園給食業務委託業者の変更に伴う見積り合わせの 

結果について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款及び定款細則の一部変更について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員選任・解任委員会の運営についての 

細則制定について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員選任・解任委員会委員の選任について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員選任候補者の推薦について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会みのりの苑運営規程及び共同生活援助事業所 

支援センターこすもす運営規程・ふれあいの苑居宅介護事業所運営規程の 

一部変更について 

・ 平成 28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 28年度新篠津福祉園拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 28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） 

・ 平成 28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 28年度ふれあいの苑拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

 

  ⑤ 平成 29年 3月 21日（火）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 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款の一部変更認可について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員の選任について（報告） 

・ はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラー設置工事の完成報

告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款細則中の「理事長が利害関係を有する場合」

の専決理事の選出について 

・ 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給与規程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 

・ 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 
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・ 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、

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 

・ 新篠津福祉園多少室の個室化整備事業に伴う設計委託業務の入札について 

・ 新篠津福祉園副施設長の任命について 

・ 新篠津福祉園増改築資金の借り換えについて 

・ 平成 28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 28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 28年度新しのつ幸生園拠点区分第 3次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 28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 28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 29年度新篠津福祉会事業計画（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉園事業計画（案） 

・ 平成 29年度新しのつ幸生園事業計画（案） 

・ 平成 29年度ふれあいの苑事業計画（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉会資金収支予算（案） 

 

３．評議員会の開催状況 

① 平成 28年 5月 23日(月) 第 1回評議員会の開催 

・ 平成 27年度新篠津福祉会各事業報告について 

・ 平成 27年度新篠津福祉会各決算報告について 

・ ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事に伴う設計・監理業務の契約 

締結について 

・ 社会福祉法人 新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 社会福祉法人 新篠津福祉会定款の一部変更について 

・ 社会福祉法人 新篠津福祉会退職金支給規程の一部変更について 

・ はぴらいふ新しのつ運営規程の一部変更について 

・ 社会福祉法人 新篠津福祉会理事（欠員理事）の選任について 
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② 平成 28年 9月 9日(金) 第２回評議員会の開催 

・  社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 新篠津デイサービスセンター運営規程（介護予防含む）の一部変更について 

・ はぴらいふ新しのつ新規グループホーム開設及びスプリンクラー設置工事

に係る入札等について 

・ 新しのつ幸生園拠点区分積立金の取り崩しについて 

・ 平成 28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） 

・ 新篠津福祉会理事・監事の選任について 

 

③ 平成 28年 12月 15日(木) 第３回評議員会の開催 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 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 

・ はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラーの設置工事に係る

入札結果報告について 

・ ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事の完成報告について 

・ 新しのつ幸生園給食業務委託業者の変更に伴う見積り合わせの結果について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款及び定款細則の一部変更について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員選任・解任委員会の運営についての 

細則制定について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員及び役員の報酬等の支給に関する規程の

制定について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会みのりの苑運営規程及び共同生活援助事業所 

支援センターこすもす運営規程・ふれあいの苑居宅介護事業所運営規程の 

一部変更について 

・ 平成 28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 28年度新篠津福祉園拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 28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） 

・ 平成 28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 28年度ふれあいの苑拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

 

④ 平成 29年 3月 17日（金）第 4回評議員会の開催 

・  社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 



 7 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款の一部変更認可について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会評議員の選任について（報告） 

・ はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラー設置工事の完成 

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給与規程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 

・ 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

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、

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 

・ 新篠津福祉園多少室の個室化整備事業に伴う設計委託業務の入札について 

・ 新篠津福祉園副施設長の任命について 

・ 新篠津福祉園増改築資金の借り換えについて 

・ 平成 28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 28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 28年度新しのつ幸生園拠点区分第 3次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 28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 28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 29年度新篠津福祉会事業計画（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉園事業計画（案） 

・ 平成 29年度新しのつ幸生園事業計画（案） 

・ 平成 29年度ふれあいの苑事業計画（案） 

・ 平成 29年度新篠津福祉会資金収支予算（案） 

 

４．監事監査の実施状況 
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① 平成 28年 5月 12日(木) 第 1回監事監査の実施 

平成 27年度「事業及び決算報告」並びに関係書帳簿を監査いたしました結

果、事業報告は計画通り実施されていました。収支の決算についても経理規程

に基づき適正であった事を認めます。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おります。 

    特に提案事項は、ありません。 

 

  ② 平成 28年 8月 4日(木) 第２回監事監査の実施 

     平成 28 年度第 1・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、適正に管理され

ております。提案事項は、特にありません 

 

  ③ 平成 28年 11月 7日(月) 第３回監事監査の実施 

          平成 28 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概ね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

管理されております。今後職員並びに利用者様のインフルエンザ・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

努めて下さい。提案事項は、特にありません 

 

  ④ 平成 29年 2月 7日(火) 第 4回監事監査の実施  

          平成 28 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

等についても適正に処理されております。 

     1月 2日に新しのつ幸生園で利用者様 11名、職員 4名がノロウイルスを発

症した旨の報告を受けましたが、1 月下旬に沈静化したとのことですが、こ

れからの時期インフルエンザ等の発症も懸念されると思われることから予防

等万全に努めていただきたい。その他提案事項は特にありません。 

 

５． 施設整備の状況 

① ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事に伴う設計・監理委託契約の締結 
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㈱中田建築設計と契約を締結 

契約金額 １，９４４，０００円 

契約期間 平成 28年 4月 22日～平成 28年 10月 31日 

 

 ② ふれあいの苑センターハウスみのり新築工事に伴う工事業者との契約締結 

   平成 28年 6月 21日ふれあいの苑会議室において一般競争入札実施 

   平成 28年 6月 21日開催の理事会で入札結果及び契約の締結について提案 

   入札の結果、平成 28年 6月 23日 松浦建設㈱と契約の締結 

   契約金額 ５２，７０４，０００円 

   工 期 契約の日から平成 28年 10月 31日 

 

③ はぴらいふ新しのつ新規グループホーム開設及びスプリンクラーの設置 

   新規グループホーム開設 

土地・建物提供業者 有限会社 フジ興産 

予定入居者 定員 5名 事業開始 平成 29年 4月 1日 

 スプリンクラーの設置 

     提供を受けるグループホームにはスプリンクラーの設置がありませんので、

安全安心を確保するため設置工事を行うこととしたい。 

   入札日時 平成 28年 10月 7日 10時 場所 新しのつ幸生園 

   参加業者 清和設備エンジニアリング㈱・加藤建設株式会社 

        本村設備工業株式会社 

   入札予定価格 4,700,000 円 

 

④ はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラー設置工事に係る入札

結果について 

最低価格で入札した加藤建設株式会社と契約を行う 

契約日 平成 28年 10月 20日 

契約金額 ４，４４９，６００円消費税含む 

工事期間 平成 28年 11月 2日～平成 29年 2月 20日 

 

⑤ ふれあいの苑センターハウスみのり新築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 松浦建設株式会社 
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請負金額 ５２，７０４，０００円 

工 期 平成 28年 6月 23日～平成 28年 10月 31日 

工事内容 センターハウスみのり 1棟 ２３７．２４㎡ 

     1階 食堂、厨房、休憩室、洗濯室、トイレ、物品庫 

     2階 事務所（みのりの苑・支援センターこすもす）相談室 

        多目的室、トイレ 

完成引渡し日 平成 28年 10月 31日 

 

  ⑥ はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラー設置工事の完成報告

について 

    工事名 はぴらいふ新しのつ新規グループホームスプリンクラー設置工事 

    工事場所 石狩郡新篠津村第 46線北 11番地 

    工事請負業者 加藤建設株式会社 

    工事請負代金 ４，４４９，６００円 

    工  期  平成 28年 11月 2日～平成 29年 2月 20日 

        工事内容  新規グループホームスプリンクラー設置 

    引渡し日  平成 29年 2月 20日 

 

６． 人事・労務関係 

 ① 役 員 人 事 

１． 欠員理事については、平成 28年 5月 23日の評議員会において選任いただ

き、新しのつ幸生園施設長栁 正弘氏が後任理事に決まり、5月 26日の理

事会で委嘱状を交付しました。 

 

  ２．平成 28年 9月 9日の評議員会において、任期満了になる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 28年 9月 24日～平成 30年 9月 23日 

役 職 氏   名 

理 事 

理 事 

理 事 

立蔵 寛司 

石塚  隆 

高柳 直人 
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理 事 

理 事 

理 事 

監 事 

監 事 

盛田 一彦 

松永 厚美 

栁  正弘 

続橋  隆 

中井 輝彰 

 

平成 28年 9月 24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．評議員選任・解任委員会の開催及び評議員の選任を行う。 

    開催日時 平成 29年 2月 13日  

        委 員  続橋 隆・米田正機・松村 修 

新 評 議 員 

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 

  任期 平成 29年 4月 1日～平成 33年 6月に開催される定時評議員会の終結の日 

７． 研修会の状況 

   ① 平成 28年  4月 6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 28年  7月 7日  社会福祉法人制度改革対応セミナー 

             札幌市 東京ドームホテル札幌 

             理事長 各施設長 事務局参加 

 

③ 平成 28年 8月 29日～30日 北斗市 函館緑花会視察研修 

障がい者施設等の見学 役職員 17名参加 

 

④ 平成 28年 10月 12日 新篠津福祉会役職員研修  

場所 ふれあいの苑交流ホーム 

  「社会福祉法が改正され社会福祉法人はどのように変わるのか」 

   講師 千歳いずみ学園 理事・総合施設長 荒 洋一 氏 
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   参加者 役職員 65名 

 

⑤ 平成 28年 11月 21日 社会福祉法改正緊急経営セミナー 

             札幌市 札幌プリンスホテル 

             理事長 各施設長 事務局参加 

 

８． 新篠津村との懇談会 

平成 28年 12月 19日 新篠津村との懇談会の開催 

   法人各施設の状況報告、今後の課題について説明 

   出席者 東出村長 窪田副村長 松村住民課長 

       立蔵理事長ほか理事・監事 施設長 副施設長 課長 法人事務局 

 

９． そ の 他 

平成 28年  4月  1日 新篠津福祉会辞令交付式  

平成 28年  4月 25日  法人運営会議 

平成 28年  5月  9日  安全運転管理者協会総会 石塚課長出席 

平成 28年  5月 27日  法人資産変更登記 3/31 ２，３７６，６２１，４５５円 

平成 28年  5月 28日  新しのつ幸生園まつりの開催 

平成 28年  5月 30日  法人運営会議 

平成 28年  6月 27日  法人運営会議 

平成 28年  6月 29日  新篠津村消防団訓練大会出席 

平成 28年  7月  3日  ふれあいまつり 2016の開催 

平成 28年  7月 13日  平和祈念戦没者慰霊祭  

平成 28年 7月 22日  石狩振興局指導監査（法人本部） 

平成 28年 7月 25日  法人運営会議 

平成 28年 7月 27日  石狩振興局指導監査（新篠津福祉園） 

平成 28年 8月 22日  法人運営会議 

平成 28年 8月 27日  新篠津青空まつり 山車・パレード参加 

平成 28年 9月 1日   村の日式典 理事長 施設長参加 

平成 28年 9月 16日  石狩振興局指導監査（はぴえこ新しのつ・はぴらいふ新しのつ） 

  平成 28年 9月 18日  長寿を祝う会・福祉園まつり 

  平成 28年 9月 26日  法人運営会議 

   平成 28年 9月 27日  理事長退任 9/23・就任 9/24登記 札幌法務局 
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  平成 28年 10月  6日 えべつ幸生会より視察 新しのつ幸生園、ふれあいの苑見学 

  平成 28年 10月 12日 新篠津福祉会役職員研修会 ふれあいの苑交流ホーム 

  平成 28年 10月 31日 法人運営会議 

   平成 28年 11月 21日 社会福祉法改正緊急セミナー参加 理事長 各施設長等 

  平成 28年 11月 28日 法人運営会議 

   平成 28年 12月 16日 新しのつ幸生園クリスマス会 

  平成 28年 12月 17日 ふれあいの苑クリスマス会 

  平成 28年 12月 21日 新篠津福祉園利用者様忘年会 

  平成 28年 12月 19日 新篠津村との懇談会 

  平成 28年 12月 26日 社会福祉法人制度改革説明会 かでる 2.7 法人事務局参加 

  平成 28年 12月 27日  法人運営会議 

   平成 29年 1月  7日  交通安全祈願祭・出初式 

  平成 29年 1月 11日  新篠津村関係機関新年交礼会 

  平成 29年 1月 18日  新篠津福祉会役職員新年会 

  平成 29年 1月 30日  法人運営会議 

  平成 29年 2月 23日 新篠津福祉会苦情相談第三者委員会 

   平成 29年 2月 27日  法人運営会議 

  平成 29年 3月 27日  法人運営会議 


