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平成 30年度 新篠津福祉会法人本部 事業報告 

                         

  平成 30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、4/2 新篠津福祉会辞令交付式をふれあいの苑地域交流ホー

ムで行い、新規採用職員 11 名の発令及びふれあいの苑副施設長板垣清志氏を始め

7名の昇格発令も行っています。 

5 月に入り 29 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 5/25に開催され盛会裏に終了しています。 

6月に入り、6/11 に平成 30年度第 1回理事会を開催し 29年度の事業及び決算

について、また、各施設整備の入札などを提案しそれぞれ承認されています。 

6/25には平成 30年度定時評議員会が開催され、社会福祉充実残額有無の計算

結果報告、29 年度の事業報告及び決算が承認されたほか、会計監査人も再任さ

れています。 

②   第 2・四半期では、基本財産の追加（宅地）があったため定款変更が必要な

ため 7/20臨時の評議員会を開催し承認されています。また、8/6、9/5の２回開

催し入札関係や補正等の承認をいただきました。    

行事では 7/7 ふれあいまつり、9/16 長寿を祝う会（福祉園まつりは地震等の

影響により中止）をそれぞれ開催しています。また、地域の行事参加として 9/1

新篠津村駅伝大会に 2チームが参加しました。  

   防災関係では、西日本豪雨の教訓から災害等緊急時の利用者様の避難誘導協

力を地域自治会に要請しています。 

   施設整備では、新篠津福祉園耐震調査の業務委託、ふれあいの苑新規グルー

プホームの入札、新篠津福祉会周辺舗装工事の入札（見積り合わせ）について 

  理事会の承認後、入札手続を行い業者が決定され工事等が進んでいます。 

    研修関係では、7/2 社会福祉経営セミナーの参加や 9/5～6 新篠津福祉会役職

員研修で音更町音更晩成園を視察しています。 
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③ 第 3・四半期では、中央競馬馬主社会福祉財団・札幌馬主協会の助成金交付決

定を受けたことから申請の新篠津福祉園特殊浴槽の設置に向け入札について

10/16 臨時の理事会を開催しています。また、人材確保の観点から就労支援金

規程の制定に向けた準備を行い 12/10 の理事会で承認をいただいています。ま

た、12月の理事会の後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災害対策、人材確保、福祉園屋根改修補助事

業自己資金分の支援、村福祉基金の充実などの話あいを行っています。 

   施設整備では、新篠津福祉園特殊浴槽の設置について 11/1入札の後業者を決

定し 11/28物品の納品をいただいています。 

研修関係では、10/16 新篠津福祉会役職員研修会を開催し、「職員が楽しく働

くことができる職場環境づくり」福祉人材の確保をめざして、と題し講演をい

ただいています。 

   行事関係では、12/15ふれあいの苑クリスマス会、12/19新篠津福祉園利用者

忘年会、12/21 新しのつ幸生園クリスマス会をそれぞれ開催しています。 

 

④  第 4・四半期では、1/17 開催を予定していました役職員新年会が猛吹雪のた

め残念ながら中止となりました。 

   2月に入り 2/25苦情相談第三者委員会を開催し各委員に状況報告をおこなっ

ています。 

   更に 3 月の理事会では、ふれあいの苑新規グループホームの完成及び基本財

産の増加に伴う定款の変更について、有給休暇の取得等の改正に伴う就業規則

の変更、各施設長の人事異動及び新しのつ幸生園副施設長の任命、各運営規程

の変更、補正予算（案）、2019年度事業計画（案）・資金収支予算（案）をそれ

ぞれ提案し承認をいただいています。 

また、評議員会においても 2019 年度事業計画・資金収支予算の報告、ふれ

あいの苑新規グループホームの完成及び基本財産の増加に伴う定款の変更につ

いて承認をいただきました。 

   危機管理につきましては、昨年 9/6 胆振東部地震により発生しましたブラッ

クアウトを教訓に 2019 年度中に非常電源確保のための設備整備を行うことと

決定しています。 
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（１）新篠津福祉会役員体制 

 

  理事 6名 監事 2名 評議員 7名 

平成 31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 

 平成 31年 6月の定時評議員会終結の時まで 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

令和 3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 31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 
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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 

４８名 

４０名 

４名 

 

５０名 

２０名 

 

４８名 

 

 

（３）理事会の開催状況 

① 平成 30年 6月 11日(月) 第 1回理事会の開催 

・ 理事長の職務の執行状況報告について 

・ 社会福祉充実残額有無の計算結果報告について 

・ 会計監査人による平成 29年度会計監査報告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 平成 29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 29年度社会福祉法人新篠津福祉会決算の承認について 

     計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

・ 新篠津福祉園入浴機器の購入に係る中央競馬馬主社会福祉財団 

平成 30年度助成事業の申請について 

・ 新しのつ幸生園はぴらいふ新しのつ壱番館自動消火設備設置に係る 

随意契約について 

・ 平成 30年度新しのつ幸生園拠点区分積立金の取り崩しについて 
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・ 平成 30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） 

・ ふれあいの苑新規グループホーム建設用地の購入について 

・ ふれあいの苑新規グループホーム設計監理の随意契約について 

・ ふれあいの苑エアコン設置工事に係る随意契約について 

・ ふれあいの苑旧棟内窓樹脂サッシ新設工事等内部改修工事に係る 

  随意契約について 

・ ふれあいの苑真空式温水ヒーターチェンジャー取替及び漏れ修理工事 

に係る随意契約について 

・ みのりの苑リネン業務用乾燥機入れ替え工事に係る随意契約について 

・ みのりの苑鉄骨ハウスワイヤー及び遮光カーテン交換工事に係る 

  随意契約について 

・ 平成 30年度ふれあいの苑拠点区分第 1次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 30年度定時評議員会の開催について 

② 平成 30年 8月 6日（月）第 2回理事会の開催 

・ 新篠津福祉園耐震調査業務委託に係る入札（見積り合わせ）について 

・ 平成 30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） 

・ ふれあいの苑新規グループホーム新築工事に係る入札について 

・ 平成 31年度社会福祉整備事業費に係る平成 31年度整備計画の提出について 

（支援センターこすもすのグループホーム自動火災消火設備の設置計画補助申請） 

・ 平成 30年度ふれあいの苑拠点区分第 2次資金収支補正予算（案） 

③ 平成 30年 9月 5日（水）第 3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 

・ 新篠津福祉園耐震調査業務委託に係る入札（見積り合わせ）結果報告について 

・ ふれあいの苑新規グループホーム新築工事に係る入札結果及び契約の締結

について 

・ 新篠津福祉会周辺舗装改修工事に係る入札（見積り合わせ）について 

・ 平成 30年度新篠津福祉会法人本部拠点区分積立金の取崩しについて 

・ 平成 30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 30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 30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 30年度ふれあいの苑拠点区分第 3次資金収支補正予算（案） 

④ 平成 30年 10月 16日(火) 第 4回理事会の開催 
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・ 新篠津福祉園特殊浴槽購入事業に係る入札（見積り合わせ）について 

⑤ 平成 30年 12月 10日(月) 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 

・ 新篠津福祉園特殊浴槽購入事業に係る入札（見積り合わせ）結果報告について 

・ 北海道信用金庫出資証券の購入について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会就労支援金規程（案）の制定について 

・ ふれあいの苑新規グループホーム新築工事に係る借入及び担保提供について 

・ 平成 30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 30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 30年度新しのつ幸生園拠点区分第 4次資金収支補正予算（案） 

・ ふれあいの苑拠点区分積立金の取り崩しについて 

・ 平成 30年度ふれあいの苑拠点区分第 4次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 30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 30年度 3月新篠津福祉会臨時評議員会の開催（案）について 

    ⑥ 平成 31年 3月 18日(月) 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 

・ ふれあいの苑新規グループホーム新築工事完成報告について 

・ 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 

・ 新篠津福祉会グループホームはるか改修工事に係る設計・監理業務委託 

の入札（見積り合わせ）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福祉園ホームヘルプサー

ビス運営規程、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運営規程、相

談支援事業所おあしす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、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
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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 

・ 新篠津福祉会各施設長の人事異動任命について 

・ 新しのつ幸生園副施設長の任命について 

・ 平成 30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 30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 30年度新しのつ幸生園拠点区分第 5次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 30年度ふれあいの苑拠点区分第 5次資金収支補正予算（案） 

・ 平成 30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） 

・ 新篠津福祉園関係車輌購入に係る入札（見積り合わせ）について 

・ 2019年度新篠津福祉会事業計画（案）について 

・ 2019年度新篠津福祉会資金収支予算（案）について 

 

（４）評議員会の開催状況 

① 平成 30年 6月 25日(月) 平成 30年度定時評議員会の開催 

・ 会計監査人による平成 29年度会計監査報告について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会監事監査報告について 

・ 平成 29年度社会福祉法人新篠津福祉会事業報告について 

・ 社会福祉充実残額有無の計算結果報告について 

・ 平成 29年度社会福祉法人新篠津福祉会決算の承認について 

計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会会計監査人の再任について 

② 平成 30年 7月 20日（金）平成 30年度臨時評議員会の開催 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款の一部変更について 

基本財産の追加 承認 

（17）北海道石狩郡新篠津村 845番 69宅地（地積 495.87 平方メートル） 

  ③  平成 31年 3月 19日 （火）平成 30年度臨時評議員会の開催 

・ 2019年度新篠津福祉会事業計画について 

・ 2019年度新篠津福祉会資金収支予算について 

・ ふれあいの苑新規グループホーム新築工事完成報告について 

・ ふれあいの苑新規グループホーム新築に係る借入及び担保提供について 

・ 社会福祉法人新篠津福祉会定款の一部変更について 

 

（５）監事監査の実施状況 
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① 平成 30年 5月 22日(月) 第 1回監事監査の実施 

② 平成 30年 6月 8日  会計監査人による監査報告書 

③ 平成 30年 6月 11日 監査報告書の提出 

平成 29年度 理事の職務の執行について監査を行いました。 

監査の結果 

（1）事業報告書等の監査結果 

  ① 事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況

を正しく示しているものと認めます。 

  ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。 

  （2）計算関係書類及び財産目録の監査結果 

      会計監査人 板垣 洋 氏の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。 

④ 平成 30年 8月 6日（月）第 2回監事監査の実施 

監査の結果 

（1） 事業報告書等の監査結果 

  ① 平成 30 年度第 1・四半期の事業報告書及びその附属明細書は、法令

及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

  ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。 

（2） 計算関係書類及び財産目録の監査結果 

① 平成 30年度第 1・四半期の計算関係書類及び財産目録については、法

人の財産、収支及び純資産の増減の状況等すべての重要な点において適

正に示しているのと認めます。 

また、新篠津福祉園利用者預り金の収支についても、「利用者の預り金

取り扱い要領」に基づき適正に管理されていました。 

⑤ 平成 30年 11月 9日（金）第 3回監事監査の実施 

（1） 事業報告書等の監査結果 

  ① 平成 30 年度第 2・四半期の事業報告書及びその附属明細書は、法令

及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

  ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。 

（2） 計算関係書類及び財産目録の監査結果 
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① 平成 30年度第 2・四半期の計算関係書類及び財産目録については、法

人の財産、収支及び純資産の増減の状況等すべての重要な点において適

正に示しているのと認めます。 

また、新篠津福祉園利用者預り金の収支についても、「利用者の預り金

取り扱い要領」に基づき適正に管理されていました。 

（3）その他 

 監査時点での職員並びに利用者のインフルエンザ、ノロウイルス等の集団

的発症もありませんでした。今後も日常の予防対策を講じ発症予防に努めて

下さい。 

  ⑥ 平成 31年 2月 7日（木）第 4回監事監査の実施 

（1）事業報告書等の監査結果 

  ① 平成 30 年度第 3・四半期の事業報告書及びその附属明細書は、法令

及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

  ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反

する重大な事実は認められません。 

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果 

① 平成 30年度第 3・四半期の計算関係書類及び財産目録については、法

人の財産、収支及び純資産の増減の状況等すべての重要な点において適

正に示しているのと認めます。 

また、新篠津福祉園利用者預り金の収支についても、「利用者の預り金

取り扱い要領」に基づき適正に管理されていました。 

（3）その他 

職員並びに利用者様のインフルエンザ等の集団感染は終息しましたが、今後

も日常の予防対策を講じインフルエンザ、ノロウイルス等発症予防にに努め

て下さい。 

 

（６）会計監査人による調査指導 板垣会計事務所 

① 平成 30年 4月  6日 現金及び預金の実地調査 

② 平成 30年 4月 26日  債権・債務の残高リストより確認状の発送先を 

            サンプリングで選定し、発行手続きをする。 

  ③ 平成 30年 6月 5日 ～ 7日 期末監査 

  ④  平成 30年 6月 8日   平成 29年度 会計監査人による監査報告書 

  ⑤ 平成 30年 12月 17日から 19日 期中監査の実施 
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⑥ 平成 31年 3月 12日 金融機関・借入先の一覧をメールで送信 

⑦ 平成 31年 3月 20日  事業未払金の一覧をメールで送信 

⑧ 平成 31年 3月 29日 棚卸実査 新篠津福祉園診療所薬品棚卸等 

 

（７）研修の状況 

  ① 平成 30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 

              「社会福祉施設職員接遇マナーについて 」  

講師 大金真理子 

 

② 平成 30年 7月 2日 平成 30年度 社会福祉法人経営実務セミナー 

・ 将来を見据えて、いま取り組むこと 

・ 見落とし注意、指導監査ガイドライン改正ポイント 

・ 北海道内の複数法人間連携の取り組み   理事長・各施設長等出席 

③ 平成 30年 9月 3日 平成 30年度 社会福祉施設ブロック研修会 

・ 公益的な取り組みについて 

   生活困窮者等に対する安心サポート 

   災害時における社会福祉法人等による入所者等支援事業 

・ 計算書類から経営分析 

・ 非正規職員の無期雇用のあり方  石塚副施設長、加茂課長、事務局出席 

⑥ 平成 30年 9月 5日～6日 新篠津福祉会役職員研修 

視察先 音更町 社会福祉法人音更晩成園 

  障がい者支援施設 晩成学園 定員 90名 緑陽荘 定員 34名 

  障がい福祉サービス事業所 デイセンターばんせい 

  地域支援センターらいふ グループホーム 視察 役職員参加 

⑦ 平成 30年 10月 16日 新篠津福祉会役職員研修 

新篠津福祉会ふれあいの苑地域交流ホーム 

「職員が楽しく働くことができる職場環境づくり」 

福祉人材の確保をめざして 

講師 北海道介護福祉学校 悪七尚広 氏  役職員 70名 

⑧ 平成 30年 11月 27日～29日 

平成 30年度 北海道・東北ブロック青森大会 

5年後 10年後そしてその先の福祉経営を見据えて 

立蔵理事長、柳新しのつ幸生園施設長、石塚新篠津福祉園副施設長 
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米田法人事務局員出席 

⑨ 平成 31年 2月 14日 平成 30年度 社会福祉法人経営実務セミナー 

将来を見据え、社会福祉法人に何が求められているか 

災害に備えて、いま、取り組むべきこと 

経営強化のための全国経営協ＷＥＢ経営診断の活用 

理事長ほか 5名参加 

（８）施設整備の状況 

① 平成 30年 6月 28日 ふれあいの苑会議室 

新しのつ幸生園・ふれあいの苑等の各施設整備の入札実施  7件 

入札執行者 新篠津福祉会 理事長 立蔵寛司 

立会人 理事 藤永康夫 理事 盛田一彦 

・ はぴらいふ新しのつ壱番館自動消火設備工事の入札（見積り合わせ） 

予定価格 4,614,840円  比較価格 4,273,000 円 

株式会社北海道防災指導センター 4,154,000円 

有限会社エフ・ティー・イー   3,880,000円 落札 

加藤建設株式会社                4,250,000円 

契約業者 有限会社エフ・ティー・イー  契約金額 4,190,400円 

予定工期 契約の日から平成 31年 10月 31日 

完成引渡し月日 平成 30年 10月 31日 

・ ふれあいの苑新規グループホーム設計・監理の入札（見積り合わせ） 

 予定価格 3,240,000 円  比較価格 3,000,000 円 

株式会社金田建築設計    3,200,000 円 

株式会社中田設計      2,800,000 円 落札 

有限会社ヤスマル設計事務所  3,100,000 円 

契約業者 株式会社中田建築設計  契約金額 3,024,000 円 

予定工期 契約の日から平成 31年 3月 15日 

 完成引渡し月日 平成 31年 3月 15日 

・ ふれあいの苑エアコン設置工事係る入札（見積り合わせ） 

   予定価格 3,564,000 円  比較価格 3,300,000 円 

有限会社 エフ・ティー・イー 3,200,000円 落札 

株式会社 加藤建設      3,750,000円  

有限会社 丸勝勝美電気        3,589,000円 

契約業者 有限会社 エフ・ティー・イー 契約金額 3,456,000円 
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予定工期 契約の日から平成 30年 10月 31日 

 完成引渡し月日 平成 30年 7月 31日 

・ ふれあいの苑旧棟内窓樹脂サッシ新設工事等内部改修工事の入札 

（見積り合わせ） 

  予定価格 9,990,000 円  比較価格 9,250,000 円 

    参加業者 

  有限会社 マティリックス 9,530,000円 

  大信工業㈱札幌営業所   9,380,000円 

  加藤建設株式会社     9,220,000円 落札 

  契約業者 加藤建設株式会社 契約金額 9,957,600 円 

  予定工期 契約の日から平成 30年 10月 31日 

 完成引渡し月日 平成 30年 7月 30日 

・ ふれあいの苑真空式温水ヒーターチェンジャー取替及び漏れ修理工事 

に係る入札（見積り合わせ） 

  予定価格 2,448,000円 比較価格 2,300,000円 

 参加業者 

 清和設備エンジニアリング㈱ 2,250,000円 

 本村設備工業㈱       2,480,000円 

 契約業者 清和設備エンジニアリング㈱ 契約金額 2,430,000円 

 予定工期 契約の日から平成 30年 9月 30日 

 完成引渡し月日 平成 30年 9月 30日 

・ みのりの苑リネン業務用乾燥機入れ替え工事に係る入札（見積り合わせ） 

    予定価格 1,944,000 円 比較価格 1,800,000 円 

    参加業者 

  フィールドパワーエンジニアリング㈱   1,400,000 円 落札 

  日精機工㈱               1,650,000 円 

  ニッサンプロフェッショナルサービス㈱  1,700,000 円 

  契約業者 フィールドパワーエンジニアリング㈱  

 契約金額 1,512,000 円 

 予定工期 契約の日から平成 30年 10月 31日 

納品月日 平成 30年 7月 29日 

・ みのりの苑鉄骨ハウスワイヤー及び遮光カーテン交換工事に係る 

     入札（見積り合わせ） 
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          予定価格 5,724,000 円 比較価格 5,300,000 円 

         参加業者 

     株式会社ヨコビ       4,880,000 円 落札 

     株式会社クニショウ     5,200,000 円 

     株式会社サン・トラスト   5,070,800 円 

     契約業者 株式会社ヨコビ 契約金額 5,270,400 円 

         予定工期 契約の日から平成 30年 9月 30日 

    完成引渡し月日  平成 30年 10月 31日 

② 平成 30年 9月 4日 新篠津福祉会理事長室 

    ・新篠津福祉園耐震調査業務委託に係る入札（見積り合わせ）結果について 

入札執行者 新篠津福祉会 理事長 立蔵寛司 

立会人 理事 高柳直人 理事 松永厚美 

    予定価格 3,348,000 円 比較価格 3,100,000 円 

    入札参加者 

    株式会社 金田設計    3,200,000 円 

    株式会社 中田建築設計  2,800,000 円 落札 

    株式会社 仁志建築事務所 3,400,000 円 

    契約業者 株式会社中田建築設計 契約金額 3,024,000円 

    業務委託期間 平成 30年 9月 7日～平成 30年 11月 30日 

    耐震調査報告日平成 30年 11月 30日  

・ ふれあいの苑新規グループホーム新築工事に係る入札結果について 

一般競争入札 

入札執行者 新篠津福祉会 理事長 立蔵寛司 

立会人 理事 高柳直人 理事 松永厚美 

 予定価格 83,160,000 円 比較価格 77,000,000 円 

 最低制限価格 70,000,000 円 

 入札参加者 

松浦建設株式会社   70,000,000 円 落札 

 加藤建設株式会社   63,500,000 円 

新栄工建株式会社   73,500,000 円 

 契約業者 松浦建設株式会社 契約金額 75,600,000円 

                      追加工事契約金額  1,000,000 円 

予定工期 契約の日から平成 31年 3月 15日 
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完成引渡し月日 平成 31年 3月 15日 

③ 平成 30年 9月 25日 新篠津福祉会理事長室 

・ 新篠津福祉会周辺舗装改修工事に係る入札（見積り合わせ）結果 

入札執行者 新篠津福祉会 理事長 立蔵寛司 

立会人 理事 藤永康夫 理事 栁 正弘  

    予定価格 5,600,000 円 比較価格 5,185,185 円 

    入札参加者  

    株式会社日道工業      5,200,000 円 

    加藤建設株式会社      5,040,000 円 落札 

    北国建築サービス株式会社  5,360,000 円 

    契約業者 加藤建設株式会社 契約金額 5,443,200 円 

    予定工期 契約の日から平成 30年 10月 31日 

        完成引渡し月日 平成 30年 10月 31日 

  ④ 平成 30年 11月 1日 新篠津福祉会理事長室 

・ 新篠津福祉園特殊浴槽購入事業に係る入札（見積り合わせ）結果について 

入札執行者 新篠津福祉会 理事長 立蔵寛司 

立会人 理事 藤永康夫 理事 栁 正弘  

 購入物品 座位入浴「フェアーウィンドー」AS200 ㈱アマノ製 

      「シャワーチェアー」AS200-SC ㈱アマノ製 

予定価格 5,184,000円 入札比較価格 4,800,000 円 

  入札業者 株式会社 特殊衣料          4,750,000 円 落札 

      エア・ウォーター・ハローサポート㈱  5,285,000円 

      株式会社 フラックス         5,672,000円 

  契約業者及び契約金額 

     株式会社 特殊衣料   契約金額  5,130,000円 

 契約日   平成 30年 11月 6日 

      納品月日 平成 30年 11月 28日 

 

（９）人事・労務関係  

① 役 員 人 事 

 

   １．平成 30年６月 25日の定時評議員において、会計監査人再任 

    板垣 洋公認会計士事務所 板垣 洋 氏 
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（10）新篠津村との懇談会 

 平成 30年 12月 10日開催 

    石塚新篠津村長、古谷新篠津副村長、吉田住民課長 

    立蔵理事長ほか役職員出席 

    各施設からの状況報告及び意見交換 

    理事長⇒ 西日本豪雨、台風、地震などいろいろな災害がありました。 

         今年村のハザートマップが配布されましたが、水道が止まる、電

気が止まることなどは大災害と考えます。 

         法人では、停電の対応をどうするかという議論をしています。各

施設にはスプリンクラーの設備がありその自家発電を利用し最低

の維持ができればと考えています。次に福祉園旧棟の屋根の改修

に対し補助事業での改修をしないかとの石狩振興局からの話があ

り来年に向けて申請しようと考えています。金額がいくらかかる

かわかりませんが自己資金分を村にお願いしたい。また、福祉基

金の充実をいただけれはと思っています。 

    村長⇒ 今年は災害の多い年で特に停電の時には職員の皆様にご苦労をおか

けしました。先般北電の方が来て電力状況を確認すると、今のと

ころ電気の供給は大丈夫との話で、特に石狩市のガス発電設備が

供給開始になるので冬の電気供給が確保できる見込みです。 

          また、先日配布しました防災マニュアルに停電を始めいろいろ

なことが書いていますので参考にして下さい。 

          先日立蔵理事長より地域の福祉人材が確保できないということ

で要望をいただいています。今、来年度の予算を作成中ですので

何とか福祉関係等の人材を確保しなければと考えています。 

          屋根改修の話がありましたが、ここですぐ応えれませんが相談

にのっていきたい。 

 

       意見交換では、職員人材確保について意見が交わされています。 

 

（11）苦情相談第三者委員会 

   （1）委員会の開催 平成 31年 2月 25日 午後 3時 

     出席者 苦情相談委員 松岡達也 苦情相談委員 藤原重孝 
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         理事長 各施設長 副施設長 係長 法人事務局 

    各施設担当者から相談内容について説明 

    第三者委員に相談するような案件はありませんでした。 

    委員からのアドバイス 

    松岡委員⇒新篠津高等養護学校においても苦情等がないわけでないので学校

としても新篠津福祉会の良いところを真似ていきたい。 

    藤原委員⇒相談内容をお聴きしまして、親切にきちっと対応されていると思

います。対応されている担当の皆様にはご苦労様といえます。 

 

（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 30年 6月 2日  参加者 10名 

テーマ 「いったいいくらかかかるの？介護費用のあれこれ」 

  ② 平成 30年 7月 28日  参加者 19名 

    テーマ 「頭と体のトレーニング」 

  ③ 平成 30年 9月 29日    参加者 16名 

  テーマ 「口腔ケア」 

    ④ 平成 30年 11月 24日  参加者 12名 

  テーマ「なるほど、家庭の介護知識いろいろ」  

（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。 

（3）センターハウスみのり地域交流会 小学生との交流  

           8/2「食事会（ぱん）・かき凍り・映画鑑賞・みずほ公園 」 

小学生 25名 利用者 7名参加 

     1/8「食事会（ぱん）ほっとドリンク・映画鑑賞・みずほ公園雪遊び」             

小学生 15名 利用者 5名参加 

 

（13） 広報の発行 

      平成 31年 1月 1日福祉会だより新年号を発行 

 

（14）危機管理 

   危機管理につきましては、昨年 9/6 胆振東部地震により発生しましたブラッ
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クアウトを教訓に 2019 年度中に非常電源確保のための設備整備を行う（2019

年度整備）と共に非常食（三日分）の備蓄をします。また、災害等緊急時の避

難誘導を地域住民に協力要請する依頼をしています。 

 

（15）情報の開示 

① 平成 30 年 6 月 25 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。 

 社会福祉法人新篠津福祉会定款 

 現況報告書 

平成 29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 

② インターネットにて情報開示 

 

（16）そ の 他 

平成 30年  4月  2日 新篠津福祉会辞令交付式  

平成 30年  4月 23日  法人運営会議 

平成 30年  4月 27日 新篠津村観光協会安全祈願祭 理事長出席 

平成 30年  5月 25日  新しのつ幸生園まつりの開催 

平成 30年  5月 29日  法人運営会議 

平成 30年  6月 25日  法人運営会議 

平成 30年  6月 26日  平成 30年 3月 31日現在 

           法人資産変更登記２，４１１，０６６，７０１円 

平成 30年  6月 29日  新篠津村消防団訓練大会出席 

平成 30年  7月  2日 平成 30年度 経営者セミナー参加 理事長・施設長他 

平成 30年  7月  7日 ふれあいまつり 2018の開催 

平成 30年  7月  9日 新篠津村平和祈念戦没者慰霊祭参加 

平成 30年  7月 18日 福祉施設における災害等緊急時の避難誘導協力要請 

平成 30年  7月 23日 法人運営会議 

平成 30年  7月 30日 大友恵愛会職員 3名視察 法人運営について 

平成 30年  8月  2日 センターハウスみのり地域交流会 小学生 25名 
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平成 30年  8月 27日 法人運営会議 

平成 30年  9月  1日 新篠津村駅伝参加 新篠津福祉園・ふれあいの苑 

平成 30年  9月  3日 村の日式典参加 理事長・各施設長 

平成 30年  9月 10日 新篠津村神社祭り 村みこし接待 

平成 30年  9月 16日 新篠津福祉園まつり中止・長寿を祝う会のみ開催 

           村長・副村長・議会議員等来園 

平成 30年  9月 19日～20日村長・村関係団体陳情上京 理事長・石塚副施設長 

平成 30年  9月 25日 法人運営会議 

平成 30年 10月  9日 施設長会議 福祉人材確保・就労支援金規程について 

平成 30年 10月 18日 北海道民間社会福祉事業職員共済会 50周年記念式典 

                            石塚副施設長出席 

平成 30年 10月 29日 法人運営会議 

平成 30年 11月  1日 新篠津福祉園特殊浴槽設置に係る入札 

平成 30年 11月  5日 北島特定社会保険労務士来園 

平成 30年 11月 26日 法人運営会議 

平成 30年 11月 30日 新篠津土地改良区吉野理事長退任慰労会 理事長出席 

平成 30年 12月 13日 今田商工会会長叙勲祝賀会 理事長出席 

平成 30年 12月 15日 ふれあいの苑クリスマス会 

平成 30年 12月 17日～19日 板垣会計事務所 期中監査 

平成 30年 12月 19日 新篠津福祉園利用者忘年会 

平成 30年 12月 21日 新しのつ幸生園クリスマス会 

平成 30年 12月 25日 法人運営会議 年末あいさつ回り 

平成 31年 1月  8日 交通安全祈願祭、出初式 理事長、各施設長ほか出席 

平成 31年 1月  9日 北海道信用金庫より寄附 新篠津支店長来園 

平成 31年 1月 11日 関係機関新年交礼会  理事長、各施設長ほか出席 

平成 31年 1月 13日 新篠津村成人式    理事長出席 

平成 31年 1月 17日 新篠津福祉会新年会 吹雪により中止 

平成 31年 1月 28日 法人運営会議 

平成 31年 2月 14日 経営実務セミナー 理事長、各施設長ほか出席 

平成 31年 2月 21日 新篠津村人権教室 理事長、職員参加 

平成 31年 2月 25日 法人運営会議、苦情相談第三者委員会開催  

平成 31年 3月 14日 ふれあいの苑新規グループホーム新築工事検査 

平成 31年 3月 25日 法人運営会議、石塚村長後援会総会 理事長、施設長他出席 


