平成２７年度

古平福祉会(本部)事業報告

平成２５年度障害者自立支援法(つなぎ法)から障害者総合支援法へ移行する中「きょうど
う」施設の老朽化と利用者の高齢化対策を進め、平成２６年度、４月「ほほえみくらす」全
体の指定管理と、共生型複合施設で新たな事業展開をスートさせた。さらに保護者からも親
亡き後の不安等から強い要望があり法律関係者の協力の下利用者の権利擁護として法人後見
による「れい明の里権利擁護、任意後見センター」を設置する。平成２７年度は、この一連
の事業充実を図り併せていきいき生活支援センター「風花」内の高齢者共同生活住居「朝凪」
の認知症グループホームへの事業変更と(社)清水基金助成によるＧＨ「よつば寮」・「はぎの
家」の衛生環境整備工事を実施する。さらに「みっくすベジタ」の施設整備(大規模修繕)補
助申請の継続を行い、旧高野名書店と旧古平牧場の跡利用計画を進めると共に地域福祉の中
核的な担い手として当会が従前より行なってきた「地域貢献」の各事業を実施する。

＊参考資料「平成２８年度法人本部事業計画」＊
平成２８年度は「みっくすベジタ」・「旧書店(カクサン)」・「旧歌棄地区町営住宅」・「旧(有)
古平牧場」等の改修整備と地域生活者の高齢化・重度化対応として既存のグループホーム改修他、新
設計画に併せ、特に今年度増員を図った「きょうどう」の生活介護事業の加齢に伴う適切な事業対応
と個別対応を充実させ、さらに各事業所間の一体化強化により対象利用者の環境整備を推進し、併せ
て当会利用者や住民の安全確保の一環として先に締結した古平町との災害時等における施設利用及び
協力に関する協定の充実を図り、従来の「相互扶助」の実践を進め共生社会の実現のため「児童から
高齢者」への更なる支援の構築に努める。
この度は社会福祉法人制度が社会福祉事業法成立(Ｓ２６年)以来の抜本的な「社会福祉法改正案に
おける法人改革」が示されました。様々な社会的・政策的変動を経て提供する福祉サービスの在り方
や事業環境が大きく変化し、社会福祉法人制度を設立当初のままでは制度を確立していくことが難し
い状況となり改革内容を次の５本を柱に立てています。
①「経営組織のガバナンスの強化」
②「事業運営の透明性の向上」
③「財務規律の強化」
④「地域における公益的な取組みを実施する責務」
⑤「行政の関与の在り方」
平成２８年度においては、まず定款準則の変更届を行い、平成２８年度中と平成２９年度からの制
度改正に分類し、社会福祉法人の在り方について経営組織のガバナンス強化(内部統治、理事会・評議
員会役員等の役割・権限・責任の明確化、会計監査人の導入)を図る。さらには「コンプライアンス(法
令順守等)・職員教育」、「財務規則の強化」(内部留保の明確化・透明性の確保・社会福祉事業への
再投下)等を主体に「公益性・非営利性」を徹底し、地域福祉の中核的な担い手として当会が従前より
進めてきた「地域貢献」の充実に努める。

平成２７年度

本部事業実施報告書

１．理事会開催（５回）
平２７. ５.２７

平成２７年度 第１回(２２６回)
場 所 午後２時００分～同４時３０分 法人本部棟会議室
出席者 理 事 ６名、監 事 ３名
議 長 理事長 木村 輔宏
署名人 副理事長 吉野浩次 ・常務理事 辻田十三夫
承認議案 全６件 （全議案承認）

平２７. ７.２１

平成２７年度 第２回(２２７回)
場 所 午後２時００分～同３時３０分 法人本部棟会議室
出席者 理 事 ７名、監 事 ３名
議 長 理事長 木村 輔宏
署名人 理事 丹後藤雄 ・理事 菊地修二
承認議案 全３件 （全議案承認）

平２７. ９.２９

平成２７年度 第３回(２２８回)
場 所 午後２時００分～同４時００分 法人本部棟会議室
出席者 理 事 ７名、監 事 ３名
議 長 理事長 木村 輔宏
署名人 理事 笠井隆義 ・理事 辻田研也
承認議案 全８件 （全議案承認）

平２７.１２.１８

平成２７年度 第４回(２２９回)
場 所 午後４時００分～同５時００分 法人本部棟会議室
出席者 理 事 ７名、監 事 ２名
議 長 理事長 木村 輔宏
署名人 副理事長 吉野浩次 ・理事 菊地修二
承認議案 全４件 （全議案承認）

平２８. ３.２５

平成２７年度 第５回(２３０回)
場 所 午後２時００分～同５時３０分 法人本部棟会議室
出席者 理 事 ７名、監 事 ３名
議 長 理事長 木村 輔宏
署名人 常務理事 辻田十三夫
・理事 丹後藤雄
承認議案 全２件 （全議案承認）

２．評議員会開催（４回）
平２７. ５.２６

平成２７年度
場

所

午後１時３０分～同４時００分

理事長・常務理事・事務局長・監事１名・事務局３名

評議員

１５名(欠席０名)

議

八戸幸治

長

中津博・渡辺静江

同意議案

全６件

平成２７年度
場

所

第２回(６２回 )
法人本部棟会議室

出席者

理事長・常務理事・事務局長・事務局３名

評議員

１３名(欠席２名)

議

逢見輝続

長

白川浩一・辻田研也

同意議案

全３件

平成２７年度
場

所

（全議案同意）

第３回(６３回 )

午後１時３０分～同３時３０分
常務理事・事務局長・事務局３名

評議員

１３名(欠席２名)

議

岩間修身

法人本部棟会議室

出席者
長

署名人

堀

同意議案
平２８. ３.２４

（全議案同意）

午後１時３０分～同３時００分

署名人
平２７.１１. ６

法人本部棟会議室

出席者

署名人
平２７. ７.２２

第１回(６１回 )

光子・青柳修平
全９件

平成２７年度
場

所

（全議案同意）

第４回(６４回 )

午後１時３０分～同５時００分

法人本部棟会議室

出席者

理事長・常務理事・事務局長・事務局３名

評議員

１４名(欠席１名)

議

藤田孝良

長

署名人
同意議案

逢見輝続・八戸幸治
全９件

（全議案同意）

３．①監

査

平成２７年度（法人監事）（６回）

平２７. ５.２５

平成２７年度 第１回 法人監事監査
場

所

出 席 者

午前１０時～午後３時３０分
監事

大澤良一・村田

法人本部棟会議室

博・加我孝芳・法人事務局長

法人各会計担当者７名

平２７. ７.２９

立会理事

木村理事長・辻田常務理事

監査事項

平成２６年度決算事項、他利用者処遇関係

平成２７年度 第２回 法人監事監査
場

所

出 席 者

午前１０時～午後２時００分
監事

大澤良一・村田

法人本部棟会議室

博・加我孝芳・法人事務局長

法人各会計担当者４名

平２７. ９.２８

立会理事

木村理事長・辻田常務理事

監査事項

定例監査（会計４月分）利用者処遇関係

平成２７年度 第３回 法人監事監査
場

所

出 席 者

午前１０時～午後３時００分
監事

大澤良一・村田

法人本部棟会議室

博・加我孝芳・法人事務局長

法人各会計担当者５名

平２７.１１.３０

立会理事

木村理事長・辻田常務理事

監査事項

定例監査（会計５・６・７月分）利用者処遇関係

平成２７年度 第４回 法人監事監査
場

所

出 席 者

午前１０時～午後３時１０分
監事

大澤良一・村田

法人本部棟会議室

博・加我孝芳・法人事務局長

法人各会計担当者７名

平２８. １.２８

立会理事

木村理事長・辻田常務理事

監査事項

定例監査（会計８・９月分）利用者処遇関係

平成２７年度 第５回 法人監事監査
場

所

出 席 者

午前１０時～午後３時００分
監事

大澤良一・村田

法人本部棟会議室

博・加我孝芳・法人事務局長

法人各会計担当者７名

平２８. ３.２２

立会理事

木村理事長・辻田常務理事

監査事項

定例監査（会計１０・１１月分）利用者処遇関係

平成２７年度 第６回 法人監事監査
場

所

出 席 者

午前１０時～午後３時４０分
監事

大澤良一・村田

法人本部棟会議室

博・加我孝芳・法人事務局長

法人各会計担当者７名
立会理事

木村理事長・辻田常務理事

監査事項

定例監査（会計１２・１月分）利用者処遇関係

②監

査

平成２７年度（委託会計事務所）（７回）

平２７. ４.２０

平２７. ５.１３

平２７.１１.１７

平２７.１２.１８

平成２７年度 第１回 戸井会計事務所監査
場
所 午前１０時００分～午後１２時００分 法人本部棟会議室
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長
法人各会計担当者４名
立会理事 辻田常務理事
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳
証憑類他
平成２７年度 第２回 戸井会計事務所監査
場
所 午前 ９時３０分～午前１１時４５分 法人本部棟会議室
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長
法人各会計担当者５名
立会理事 辻田常務理事
監査事項 一般監査、決算監査(消費税関係)、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳
証憑類他
平成２７年度 第３回 戸井会計事務所監査
場
所 午前１０時００分～午後１２時００分 法人本部棟会議室
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長
法人各会計担当者５名
立会理事 辻田常務理事
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳
証憑類他
平成２７年度 第４回 戸井会計事務所監査
場
所 午前１０時００分～午前１１時３０分 法人本部棟会議室
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長
法人各会計担当者４名
立会理事 辻田常務理事
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、証憑類他

平２８. ２. １

平成２７年度 第５回 戸井会計事務所監査
場
所 午前１０時００分～午後１２時００分 法人本部棟会議室
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長
法人各会計担当者３名
立会理事 辻田常務理事
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、証憑類他

平２８. ２.２９

平成２７年度 第６回 戸井会計事務所監査
場
所 午前１０時３０分～午前１１時４５分 法人本部棟会議室
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長
法人各会計担当者５名
立会理事 辻田常務理事
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、証憑類他

平２８. ３.１６

平成２７年度 第７回 戸井会計事務所監査
場
所 午前１０時３０分～午前１１時４５分 法人本部棟会議室
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長
法人各会計担当者５名
立会理事 辻田常務理事
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、証憑類他

４．社会福祉事業変更及び定款変更届（認可申請）法務局登記

等

（事業変更届・指定申請）※障害福祉分
平 2７. ４.１３

平 2７. ４.１３

平 2７. ６. ３

平 2７. ９.２４

平成２７年度福祉・介護職員処遇改善加算申請
・共働の家(生活介護・短期入所・施設入所支援)
・若者宿(共同生活援助)
・きょうどう(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活介護)
・みっくすベジタ(就労継続支援Ｂ型)
・いこいの家(短期入所)
・ぷらっとほーむ(短期入所)
・微・助っ人(一般相談支援)
・児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ(児童発達・放課後デイ・保育所等訪問)
平成２７年度介護給付費等算定に係る体制等に関する届出
・指定障害福祉サービス事業所等及び障害児(通所・入所)福祉サービス事業所
・共働の家(生活介護・短期入所・施設入所支援)
・若者宿(共同生活援助)
・きょうどう(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活介護)
・みっくすベジタ(就労継続支援Ｂ型)
・いこいの家(短期入所)
・ぷらっとほーむ(短期入所)
・微・助っ人(一般相談支援)
・児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ(児童発達・放課後デイ・保育所等訪問)
・障害児(通所・入所)給付費の変更届
「児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」(児童発達・放課後等支援)
Ｈ２７.７.１～延長支援体制加算申請
Ｈ２７.６.１～職員数の変更届
・障害福祉サービス事業所「きょうどう」
Ｈ２７.６.１～職員数の変更届
・障害福祉サービス事業所「若者宿」(共同生活援助) 給付日の変更届
Ｈ２７.１０～夜間支援加算等(Ⅱ)・(Ⅲ)

平 2７.１０.２８

・障害福祉サービス事業所「若者宿」(共同生活援助) 給付日の変更等
Ｈ２７.１１～夜間支援加算等(Ⅱ)増設(ぷらっとほーむ)

平 2８. ２.２９

・障害福祉サービス事業所「きょうどう」(生活介護・就労継続Ｂ型・就労移行)
変更指定申請及び事業変更届
変 更 項 目
(管理者) 就労移行

変 更 後

大野弘嗣

斉藤清治

就労継続支援Ｂ型

大野弘嗣

斉藤清治

生活介護

大野弘嗣

赤塚宣行

赤塚宣行・加藤智恵子

赤塚宣行・大野弘嗣

大野弘嗣

赤塚宣行

１０名

４０名

(サービス管理責任者)就労継続支援Ｂ型
生活介護
(定

変 更 前

員) 生活介護
就労継続支援Ｂ型

７０名
４０名
就労継続支援Ｂ型
生活介護(就労移行)
作業室の用途変更
(Ａ活動室)７３.80 ㎡
(Ａ活動室)７３.80 ㎡
※出張所の増設
北海道古平郡古平町大字マワリフチ 1100 番地
「きょうどう農場」は、平成 28 年６月に申請予定

平 2８. ４. １

平成２８年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出 (全事業所分)

４．社会福祉事業変更及び定款変更届（認可申請）法務局登記

等

（事業変更届・指定申請）※介護保険分
平 2７. ３.２３

(介護予防)認知症対応型共同生活介護「夕凪」
(介護予防)認知症対応型通所介護「デイサービスセンターのどか」の変更届
Ｈ２７.４.１～「夕凪」定員９名 ⇒１８名
Ｈ２７.４.１～「のどか」管理者石川勉 ⇒ 斉藤亮
・他介護職員数の変更

「夕凪」
「のどか」

平 2７. ４. ２

１２名 ⇒１９名
４名 ⇒

８名

老人デイサービスセンター等変更届。老人居宅生活支援事業変更届
・Ｈ２７.４.１～「夕凪」
変更項目
計画作成担当者

変更前

変更後

１名

２名

石川

(石川 勉)
高嶋 智子

勉

介護職員

１２名

１９名

入居定員

９名

１８名

変更項目

変更前

変更後

生活支援員の数

１名

２名

介護職員の数

４名

８名

・Ｈ２７.４.１～「のどか」

管理者
生活相談員

平 2７. ４.１３

石川
西村

勉

斉藤

豪

介護給付費算定に係る体制等に関する届出、介護職員処遇改善加算届出(Ⅱ型・Ⅲ型)
「風花」、「夕凪」、「のどか」、「グッドケア」、
「セルフケア」

平 2７.１０. ５

辻田研也 ⇒ 辻田 宏

指定地域密着型サービス事業所等の指定更新申請
「デイサービスセンターのどか」、
「夕凪」

平 2８. ３.３０

－ H27.4.1

老人デイサービスセンター等変更届「セルフケア」
Ｈ２７.１０.１～管理者の変更

平 2８. ２.２４

亮

(西村 豪)
高嶋 智子

期間 Ｈ２８.４.１～Ｈ３４.３.３１

・(介護予防)訪問入浴、(介護予防)通所介護、(介護予防)訪問介護、居宅介護支援－「グッドケア」
・(介護予防)通所介護—「セルフケア」
Ｈ２８４１～利用者の変更(負担)１割 ⇒ １割又は２割

他職員数の変更

４．社会福祉事業変更及び定款変更届（認可申請）法務局登記

等

（登記関係）
平 2７. ５.２８

平成２７年度社会福祉法人古平福祉会資産の総額変更登記
・・・・金 １,９０８,６７０,８３８円

５．監理業務他委託業務契約締結(更新)
平 2７.

３.２１

平 2７. ４. １

イナホ観光(株)と自動車通勤者輸送業務委託契約書を締結(Ｈ２７年度分)
古平町と古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」。高齢者住宅部門の委託管理に関す
る「協定書」を締結。(Ｈ２７年度分)

平 2７. ４. １

（有）エイ・ワンと防火設備保守点検契約書を締結。(Ｈ２７年度分)

平 2７. ４. １

古平町と移動支援事業業務契約書を締結。(Ｈ２７年度分)

平 2７.

４.２２

積丹町と介護保険事業作業療法士派遣委託業務契約書を締結。(Ｈ２７年度分)

平 2７.

４.２３

余市町と日中一時支援事業委託契約書を締結。(Ｈ２７年度分)

平 2７. ５.１４

平成２７年度公益財団中央競馬馬主社会福祉財団及び(社福)丸紅基金助成申請の２Ｇ
Ｈ「白かば寮」・「みずき寮」用トイレ改修工事について審査結果採択の場合の契約書
を(株)アースビルド(「白かば寮」)、(有)苗代沢建設(「みずき寮」)と契約書を締結。

平 2７. ７.１１

後志浄化槽センターと新たに開始するＧＨ「よつば寮」・
「はぎの家」の維持管理業務
委託契約書を締結。

平 2７.１０. ５

平成２７年度公益財団中央競馬馬主社会福祉財団助成決定にについて改めて(有)苗代
沢建設とＧＨ「みずき寮」トイレ改修工事の契約書を締結。

６．年間役員研修計画及び実績

日

時

研修会名
平成２７年５月 全道施設長セミナー

場
札幌市

所

役員名（予定）

参加者(実績)

菊地理事(事務局長)
辻田理事
青柳評議員
木村理事長
吉野副理事長
辻田常務理事
丹後理事・笠井理事
大澤・村田・加我監事
白川・逢見・
渡辺・青柳評議員
菊地理事(事務局長)
辻田理事
青柳評議員

H2７.5.19～20

平成２７年７月 北海道福祉施設士会「北東 札幌市

菊地理事(事務局長)

H2７.７.１３

ブロックの取組み」
障がい者虐待防止・権利擁 札幌市
護セミナー

青柳評議員
西舘第三者委員
加我評議員
青柳評議員
菊地理事(事務局長)

左同

菊地理事(事務局長)
辻田研理事
青柳評議員
辻田(研)理事

H2７.１０.６～７
左同

菊地理事(事務局長)
青柳評議員

H2７.１１.１６
左同

菊地理事(事務局長)
上野評議員
吉野副理事長
丹後理事
笠井理事
菊地理事(事務局長)

H2７.１１.２
左同
H2７.１２.７
菊地理事(事務局長)

菊地理事(事務局長)
辻田理事
青柳評議員

H2８.３.１４～１５
左同

北後志地域自立支援協議会
平成２７年６月 共働の家職親会総会

余市町
古平町

・全道障害者職親連合会
会長 清宮壱博 氏
小樽公共職業安定所
所長 布谷克尋
「障害者雇用について」
全国施設長会議
東京都
「これからの障害福祉施」

平成２７年８月 北海道手をつなぐ育成会北 北広島市
広島大会「大志をいだけ・北
ひろの地から」
札幌市
平成２７年１０月 全道関係施設職員研究
定山渓大会
通所ケアマネジメント
札幌市
研修会
平成２７年１１月 日本福祉施設士会北海道 札幌市
ブロック大会
社会福祉施設経理取扱
研修
平成２７年１２月 社会福祉法人役員研修

札幌市
札幌市

平成２８年１月 基調講演「山本譲司」

札幌市

地域での受け皿について
平成２８年２月 北後志自立支援協議会研修 余市町
「地域防災対策について」

平成２８年３月

小樽地区障害者雇用
連絡会議
「自立就労について」
全道施設長研修会

小樽市

札幌市

左同
H2７.６.２４
左同

H2７.６.２９～３０
青柳評議員

H2７.７.２８～３０
菊地理事(事務局長)
辻田(研)理事
H2７.８.８～９
青柳評議員

H2８.１.２６
左同
菊地理事(事務局長) H2８.２.１
辻田常務理事
左同
上野評議員
菊地理事(事務局長) H2８.２.１７
左同

７．諸規定等の制定及び改正
平 2７. ３.２７ 認知症対応型共同生活介護「夕凪」運営規程の一部改正、古平福祉会「れい明の里」職
員給与規程の一部改正

(平 27.4.1 付)

平 2７. ５.２７ 障害福祉サービス事業所「きょうどう」・「児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」運
営規程の一部改正

(平 27.6.1 付)

平 2７. ７.２１ 障害者支援施設「共働の家」・短期入所「共働の家」、障害福祉サービス事業所共同生活
介護「若者宿」(介護サービス包括型)、生活介護事業、就労継続Ｂ型、就労移行支援事
業所「きょうどう」、就労継続 B 型事業所「みっくすベジタ」、短期入所「ぷらっとほー
む」、居宅介護、介護訪問、同行援護、行動援護事業所「地域生活総合支援センターいこ
いの家」
、一般・特定相談支援事業所「微・助っ人」、特定・障害児相談支援事業所「児
童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」、地域活動支援センター「つどい」、児童発達支
援、放課後等デイサービス事業所「多機能型事業所ひまわりくらぶ」運営規程の一部改
正。古平福祉会知的障害者施設及び高齢者施設防火管理規程の一部改正
(平 27.8.1 付)
平 2７.１１. ６

古平福祉会「れい明の里」職員就業規則の一部改正、古平福祉会「れい明の里」パート
タイム職員就業規則の一部改正、古平福祉会「れい明の里」育児・介護休業等に関する
規則の制定 (平 27.10.1 付に遡及

平 2８. ３.２５ 古平福祉会経理の一部改正
特定個人情報等取扱規程の制定、障害福祉サービス事業所「きょうどう」(生活介護事業、
就労継続支援Ｂ型事業、就労移行支援事業)の運営規程の一部改正。地域密着型通所介護
事業所「セルフケア」運営規程の一部改正。居宅介護支援事業所、地域密着型通所介護
事業所、訪問介護事業所、訪問入浴事業所「グッドケア」の運営規程の一部改正
(平 28.4.1 付)

