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１．思恩会の理念
○愛の精神：「愛と慈しみ」に満ちた社会の幸せを追求します。
○思恩の心：「親・師・社会・自然」の四つの恩に感謝し、社会の幸せに貢献します。
２．総 括
１．思恩会を取り巻く福祉の動向
厚生労働省が公表した人口動態統計によると、令和３年の出生数は過去最少を記録し
ている。この少子化の傾向は今後も続き、団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年
には、１人の高齢者を１.５人の現役世代で支える時代に突入すると言われている。医療、
介護ニーズが高い高齢者が増加する一方で、生産年齢人口は減少し、社会保障制度の持
続可能性と人材確保が今後ますます困難になることが予想される。
また、少子高齢化だけでなく、核家族化、働き方の多様化、さらには新型コロナウイ
ルスの感染拡大等により、人々が抱える生活課題は多様化、複雑化している。地域、家
庭、職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まっている中で、誰もが生
きがいをもって自分らしく暮らすことのできる地域共生社会の実現が一層求められ、社
会福祉法人はその実現を主導する大きな役割を担っている。
このように、福祉サービスの担い手が急減する２０４０年問題の人口減少社会への対
応、多様化、複雑化する福祉ニーズへの対応、また感染症や災害への対応力強化並びに
事業継続の確保等、社会福祉法人を取り巻く環境は厳しくなりつつある。
思恩会においても、人材確保、離職防止策を講じるとともに、提供するサービスの質
を向上させ地域の様々な課題に対応していくには、日々の業務改善、職員のスキルアッ
プや情報の共有等による生産性の向上が不可欠である。生産性の向上によるサービスの
質の向上や職員の負担軽減等をとおして、働きやすい職場をつくり、地域共生社会の実
現に向け、思恩会、各施設一丸となって取り組んでいくとともに、今後継続的かつ安定
したサービスを提供するために経営基盤の強化を図らなければならない。
２．思恩会高齢者福祉施設建設工事の概要 ～思恩会福祉ヴィレッジ開設まで～
養護老人ホーム湯野浜思恩園は、建物、設備の老朽化、重度化する入居者への対応、
また津波防災上の観点から移転新築を含めた施設整備が喫緊の課題となっていた。思恩
会では、平成２４年度より鶴岡市と協議を進めると共に平成２７年度には湯野浜思恩園
施設整備検討委員会を設置し検討を開始した。
平成２８年度、鶴岡市高齢者福祉計画・第７期介護保険計画（平成３０年度～３２年
度）において、湯野浜思恩園の施設整備が計画される見通しであることを受け、移転新
築の方向で移転場所の検討を開始した。いくつかの移転候補地の交渉を進めてきたが折
り合わず頓挫する中、鶴岡市馬町字枇杷川原地内の土地の紹介を受け、交渉を進めた結
果、譲渡、売買価格について全地権者から承諾を得、平成３０年１２月１３日に土地取
得売買契約の締結に至った。また、将来的なしおん荘の同地移転も視野に入れると土地
が狭小であることから、隣地の追加取得の交渉も開始、令和元年５月１０日に売買契約
を締結することができた。整備施設については、養護老人ホーム（特定施設入居者生活
介護事業所・訪問介護事業所併設）、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム、さらに

- 1 -

地域包括支援センター、介護予防のための「介護予防拠点」、地域交流の拠点となる「地
域交流カフェ」を整備する計画とした。検討委員会においては、県内外先進施設の視察
研修の実施、最新福祉機器展示会等に参加するなど施設整備に向け業務、設備、入居者
の生活等多角的な視点で検討を行った。
その後、令和元年９月には敷地内市有地を取得、１０月に開発行為許可が下り造成工
事を着工、翌年４月１０日に完成、引き渡しを受けた。また、プロポーザル方式により
選定された設計業者と８月より実施設計完成に向け協議を開始した。
令和２年度、工事名称を思恩会高齢者福祉施設建設工事とし、山形県及び鶴岡市の補
助事業として申請し準備を進めたが、補助金の内示の遅れや入札の不調さらに建築確認
に時間を要し予定より半年ほど遅れて、令和３年３月２２日に安全祈願祭を挙行、同日
着工となった。その後、山形県及び鶴岡市より事業期間の変更申請が承認され、翌年度
に繰り越しての工事となった。
工事着工後は、定例会議、随時の打ち合わせのほか、検討委員会を中心に全職員が関
り検討を行った。建築、電気設備、機械設備、厨房設備、外構各工事とも工期、実施設
計変更に伴う工事内容及び請負金額変更等による変更契約を経て、工事は令和３年１０
月２１日に完成、引き渡しを受け、令和３年１１月１日に「思恩会福祉ヴィレッジ」と
して開設した。
３．重点事項への取り組み
（１）法人運営
①高齢者福祉施設整備計画の推進
思恩会高齢者福祉施設建設工事は、１０月２１日に完成、引き渡しを受けた。新型
コロナウイルス感染症の影響で内覧会は中止とし、１１月１日に規模を縮小し開所式
を挙行、「思恩会福祉ヴィレッジ」として開設した。外構工事は１１月３０日に完成、
引き渡しを受けた。また、将来的に思恩会福祉ヴィレッジを拠点とし、運営施設の一
部を集約する計画もあり、本部機能の効率化を図る観点から法人本部の移転も行った。
特別養護老人ホームしおん荘の移転計画については、具体的な検討までには至らな
かった。今後の高齢者人口を見据えた定員規模、思恩会福祉ヴィレッジとの連携等を
踏まえ、移転計画の具体化が急がれる。
②七窪思恩園社会的養育推進計画について
２ヵ所目の地域小規模児童養護施設は、子どもたちの生活面や心理的負担の軽減を
考慮した上で適した物件が鶴岡市大山に見つかったため、予定より１年前倒しで県、
関係機関並びに地域自治会と調整を開始、開設準備を進め、令和４年４月１日、
「地域
小規模児童養護施設あやめ」として開設の運びとなった。
また、乳児院の移譲については県との協議を継続すると同時に乳児院検討会におい
て法人内で検討を進め、来年度中に移譲の可否について結論を出す方向で進めている。
③人材の確保・定着・育成に向けた取り組み
地域密着型特別養護老人ホーム、地域小規模児童養護施設新規開設のための人材は
確保できたものの、職員募集への応募者は減少傾向にある。さらにコロナ禍により、
これまでの採用活動で使用した媒体、経路等が有効に活用できない状況もあり、今後
ホームページの活用等新たな取り組みが必要となってくる。
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また、新規採用だけでなく職員の定着、育成の観点から、法人の研修システムの運
用、職員の目標設定及び面談の実施、資格取得支援や福利厚生の充実等に取り組むこ
とができた。職員の処遇改善においては、社会的養護従事者処遇改善補助金、介護職
員処遇改善支援補助金、鶴岡市養護老人ホーム職員処遇改善支援補助金を活用し、全
職員の賃金改善を行った。
④ＩＣＴの活用による業務の効率化
業務負担の軽減や業務効率化を図るため、今年度より人事、給与、勤怠管理のソフ
トウェアを一体運用しＩＣＴ化を進めた。また、前年度導入した見守り機器やインカ
ム等の有効活用や、新施設においてはスマートフォンと連動した無線ナースコールシ
ステムを導入する等人手不足の中でもサービスの維持向上が実現できるよう、サービ
スの質を担保した上での機器の導入、業務負担軽減に取り組むことができた。
⑤介護報酬改定への対応
今年度の介護報酬改定は、ＬＩＦＥ（科学的介護情報システム）を利用した各種加
算の新設、自立支援や重度化防止に結果を求めるアウトカム評価の導入等大きな改革
となった。各介護保険施設、事業所においては、加算の算定要件を理解し、かかるコ
ストとサービスの質の向上を考慮しながら適切に算定することができた。
２０２４年の次期報酬改定では、コロナ禍での国の財政赤字を反映した厳しい改定
も覚悟しなければならない。ＬＩＦＥの利活用の推進やアウトカム評価による加算の
拡大等算定のハードルが高くなることが予想されることから、早めに情報収集し事前
対策を取らなければならない。
⑥感染症や災害への対応力強化
新型コロナウイルス感染症は、今年度も施設運営に大きな影響を与えた。特にオミ
クロン株の感染拡大では職員の感染、家族の感染により濃厚接触者とされたこと、保
育所の休園等により休まざるを得ない職員が多く勤務調整に苦慮することとなった。
また、今年度も様々な地域で大規模な自然災害が発生し、立地条件に沿った施設の災
害対策が急がれる状況となっている。２年後の義務化を待たず、感染症や災害の発生
に対するより実効性のある事業継続計画（ＢＣＰ）の策定と見直し、研修、訓練を早
期に取り組む必要がある。
（２）七窪思恩園
①児童の権利擁護
児童の権利擁護においては、子どもの「意見表明」、「最善の利益」を考え続ける一
年になった。前年度から引き続き研修の機会を増やし、子どもたちが自分のことを自
分で決めることができるよう、また職員が策定した「身に付けさせたい支援のポイン
ト」に沿った支援を行った。
②地域小規模児童養護施設ひなた
コロナ禍のため、地域との連携を進めることできなかったが、初めての卒園児童を
社会へ送り出すことができた。また、２ヶ所目の地域小規模児童養護施設の開設に向
け、これまでの運営のノウハウを活かし準備を進めることができた。
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③児童家庭支援センターシオン
今年度から開始した宅食事業は、３１の家庭に７２２食を配食し多くの要望に応え
ることができた。宅食をツールとして訪問することにより、家庭の困りごとを把握し、
支援の継続につなげることができた。
（３）思恩会福祉ヴィレッジ
①養護老人ホーム思恩園
施設移転、新施設開設の準備に追われ、施設運営が停滞することもあったが、入居
者の生活を最優先しこれまで通りの生活支援を継続することができた。移転後の入居
者の生活は、大きな混乱もなく早々に落ち着きを取り戻し、また職員においても早い
段階で新施設での業務に慣れ、安定した運営に到達することができた。
②地域密着型特別養護老人ホーム思恩
新施設開設に伴い、職員へのユニットケアの理念の浸透と日常のケアを安定させる
ことに重点を置き取り組んだ。また、開設準備にあたり、介護保険施設の指定申請、
加算算定、入居契約、施設サービス計画作成等大変な事務量となり、また施設開設後
は業務に多少の混乱もあったが、職員各自が的確に事務、業務を遂行し順調に運営す
ることができた。
③ホームヘルパーセンターしおん
実利用者数は増加しているが、延訪問件数は減少している。また、在宅への訪問で
あることから、新型コロナウイルスへの感染防止対策の徹底に努めサービスを継続し
た。８月からは総合事業における訪問型サービスＡを実施、１１月からは思恩園特定
施設の委託事業所としてサービス提供を行った。
④鶴岡西地域包括支援センター
移転に伴い、地域の高齢者に関する相談先が不明にならないよう、行政や関係機関
にも十分に周知を行った。コロナ禍で活動がない中ではあったが、地域の通いの場づ
くりや認知症に関する交流の場づくりも地域住民や関係機関と一緒に検討しながら進
め、地域包括ケアシステムの構築がより深まった。
（４）しおん荘
介護報酬改定に伴いＬＩＦＥ（科学的介護情報システム）を導入し、施設全体で取
り組んだ。データ提出には細部にわたるアセスメントが求められ、入居者個々のケア
の確認や見直しを図ることにつながった。来年度は本格稼働するフィードバックを効
果的に活用したい。
（５）思恩会福祉プラザ
①多機能ゆのはま
登録者が増えず安定しない経営状況が続いているが、在宅生活継続のための自宅の
環境整備や長期入院者への在宅復帰支援等柔軟で質の高いサービス提供を行うことが
できた。今後も中重度になっても在宅生活を可能とする役割を果たし地域の信頼につ
なげたい。
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②しおん荘居宅介護支援事業所
民生委員との情報交換会、地域包括支援センターや地域の関係機関と協同して高齢
者の実態把握に努め、状態に合わせて適切な支援や有効にサービスを利用しながら在
宅生活が継続できるように支援できた。
（６）多機能かも
介護報酬改定に伴う新規加算の算定、また平均登録者数、平均要介護度も維持でき
ており、年間を通して安定した運営状況だった。新型コロナウイルス感染症の影響に
より行事は小規模で実施、また地域交流カフェも休止と再開を繰り返し、通常の半数
以下の利用者数となった。引き続き地域に貢献する活動の場の提供を充実させたい。
４．経営状況
今年度の法人全体の経営状況は、建設工事に関連した取引が多く、決算額や経営指標
を過年度と比較することはできない。サービス活動の収支について、収益は３,５００万
円ほど増加、人件費は２,５００万円ほど増加している。七窪思恩園、思恩園、しおん荘
の収益の増加、七窪思恩園、思恩園の人件費の増加が主な要因となっている。全体の人
件費率としてはほぼ横ばいとなっているが、しおん荘の人件費率に大幅な改善が見られ
た。全国の社会福祉法人は約４割が赤字となっており、人件費率の高さがその要因とな
っていることから、今後も適正な人員配置で運営しなければならない。
今年度の七窪思恩園及びしおん荘の経営状況は概ね良好であったが、事業展開、施設
整備を控えていることから、事業収入の増加及び支出管理の適正化を図り積立金等必要
な財源を確保しなければならない。在宅部門においては、多機能かもでは収益、費用と
もに適正であり積立金を確保するなど良好な経営状況にある。一方多機能ゆのはま、ホ
ームヘルパーセンターしおんは赤字が継続されており、次期介護報酬改定や利用者の需
要を踏まえ今後の方向性を検討しなければならない。
今後も各施設の収益変動を法人全体でカバーし、法人のスケールメリットを生かした
経営を行うと共に思恩会は介護保険事業を主たる事業としており、高齢者人口がピーク
アウトしていく中での利用者の確保、労働人口が減少する中での人材確保が安定経営の
大きなカギとなる。
３．主な施設整備・設備整備の状況

七窪思恩園エアコン入替工事
○支出内訳
・七窪思恩園エアコン入替工事
合 計

２４,７５０,０００円
２４,７５０,０００円

〇財源内訳
・山形県要保護児童生活環境改善特別事業費補助金
・自己資金
合 計

８,０００,０００円
１６,７５０,０００円
２４,７５０,０００円
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思恩会高齢者福祉施設建設工事
（※山形県社会福祉施設整備費補助事業・鶴岡市社会福祉施設等整備費補助事業実績報告より）

○支出内訳
・建築工事
・電気設備工事
・機械設備工事
・厨房設備工事
・設計監理
・所度設備、備品費
合 計

５５７,７００,０００円
７４,８００,０００円
２０３,７９７,０００円
１８,９２０,０００円
３５,２００,０００円
４３,５５０,７１６円
９３３,９６７,７１６円

〇財源内訳
・山形県社会福祉施設整備費補助金
８４,３００,０００円
・鶴岡市社会福祉施設等整備費補助金
１７４,００６,０００円
※補助金内訳（養護老人ホーム
７３,０６０,０００）
（地域密着型特別養護老人ホーム ９０,７２０,０００）
（介護予防拠点
９,０２７,０００）
（地域包括支援センター
１,１９９,０００）
・鶴岡市社会福祉施設等開設準備経費補助金
３２,４００,０００円
※補助金内訳（養護老人ホーム
１９,４４０,０００）
（地域密着型特別養護老人ホーム １２,９６０,０００）
・三町負担金
１１,２４０,０００円
※負担金内訳（遊佐町
３,６６２,０００）
（三川町
１,９９３,０００）
（庄内町
５,５８５,０００）
・借入金
３００,０００,０００円
・自己資金
３３２,０２１,７１６円
合 計
９３３,９６７,７１６円

※その他工事関連経費（平成 30 年度～令和 3 年度）
・土地取得費
２４,９０４,７０２円
・造成工事
６１,６８８,０００円
・外構工事
３６,８００,０００円
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４．法人運営の状況
（１）規程等の改正
①定款（法人本部移転に伴う事務所の所在地の変更・基本財産（建物）の増加に伴う
変更）
②定款施行細則（規程の制定、改正及び廃止に伴う別表決議分掌表の改正）
③経理規程（施設開設、施設名称変更、移転、事業廃止に伴う拠点区分及びサービス
区分の改正）
④就業規則（施設開設、施設名称変更等に伴う勤務時間、休憩時間の新設及び改正）
⑤給与規程（施設開設、施設名称変更に伴う改正・介護職員等処遇改善手当、社会的
養護従事者処遇改善手当の新設）
⑥準職員等取扱規程（介護職員等処遇改善手当、社会的養護従事者処遇改善手当の新
設・給与表の改正）
⑦文書管理規程（施設開設、施設名称変更に伴う改正）
⑧公印管理規程（施設開設、施設名称変更に伴う別表の改正）
⑨被服貸与規程（貸与品の管理責任者を規定・施設開設に伴う貸与品、貸与期間の改
正）
⑩育児休業及び介護休業等規程（令和４年４月１日施行、育児・介護休業法改正に伴
う改正）
⑪入所者（児）預かり金等取扱規程（文言、様式の改正）
⑫施設運営委員会規程（施設名称変更に伴う改正）
⑬多機能事業所運営推進会設置規程（地域密着型特別養護老人ホーム思恩運営推進会
議設置に伴う改正・文言の改正）
⑭思恩会福祉プラザ設置及び管理規程（ホームヘルパーセンター移転に伴う改正）
⑮組織機構等に関する規程（施設開設に伴う改正）
⑯湯野浜思恩園無年金者等扶助金支給規程（施設名称変更に伴う改正）
⑰介護予防拠点「地域交流サロンつむぎ」運営規程（施設開設に伴う制定）
⑱思恩会福祉ヴィレッジ設置及び管理規程（施設開設に伴う制定）
⑲思恩会特別養護老人ホーム入居検討委員会規程（思恩会が運営する特別養護老人ホ
ームの入居に関する基準を明示するための規定を制定）
⑳地域密着型特別養護老人ホーム思恩入居検討委員会規程（施設開設に伴う制定・思
恩会特別養護老人ホーム入居検討委員会規程制定に伴う廃止）
㉑しおん荘入居調整委員会設置規程（思恩会特別養護老人ホーム入居検討委員会規程
制定に伴う廃止）
㉒地域密着型特別養護老人ホーム思恩運営規程（施設開設に伴う制定）
㉓地域小規模児童養護施設あやめ運営規程（施設開設に伴う制定）
㉔運営規程・管理規程（七窪思恩園自立支援担当職員配置に伴う改正・施設、事業所
移転に伴う名称、所在地、定員等の改正・ホームヘルパーセンター新規事業開始に
伴う改正・小規模多機能型居宅介護事業所に短期利用居宅介護を規定・文言の改正・
湯野浜思恩園ホームヘルパーセンター事業廃止に伴う廃止・児童家庭支援センター
設置運営等についての一部改正に伴う改正）
㉕重要事項説明書（介護報酬改定に伴う改正）
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（２）合同行事等の開催
①Ｒ3. 7. 5（月）合同法要：慈愛の塔
②Ｒ3. 7.16（金）思恩会後援会総会（書面決議）
③Ｒ4. 3.21（月）七窪思恩園卒業就職入進学祝会
※新型コロナウイルス感染症感染防止のため、例年開催している合同行事は中止とし、
夏祭り、敬老の日祝会、クリスマス祝会等については施設ごとで実施した。
（３）主な事業活動
Ｒ3. 4. 1 辞令交付式・新任職員オリエンテーション・法人経営会議
11 職員採用試験（随時実施・栄養士）
30 法人経営会議
5. 3 監査資料提出
11 思恩会期末定例監査（～13）
20 思恩会創立記念日
6. 1 法人経営会議
7 思恩会後援会正副会長会議
22 思恩会後援会理事会（書面決議）
27 第1回職員採用試験
7. 1 法人経営会議
8. 2 法人経営会議
9. 1 法人経営会議
21 職員採用試験（随時実施・介護員）
26 第2回職員採用試験
10. 1 法人経営会議
8 職員採用試験（随時実施・看護師）
11 職員採用試験（随時実施・看護師）
11.15 法人経営会議
18 故菅原實氏（元常務理事）葬儀
23 職員採用試験（随時実施・介護員）
12. 1 法人経営会議
12 第3回職員採用試験
12.16 アークベル車椅子寄贈贈呈式（理事長）
12.24 七窪思恩園エアコン工事入札会
Ｒ4. 1. 4 法人経営会議
1.31 鶴岡市へ養護老人ホーム措置費引上げ要望書提出（理事長・常務理事）
2. 1 法人経営会議
2.25 職員採用試験（随時実施・介護員）
3. 1 法人経営会議
12 内部登用試験
16 法人研修「ハラスメント構造の理解とその対処方法」（～18）
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（４）職員人事（正規職員）
①新規採用
採用年月日

施設名

採用職員

七窪思恩園
Ｒ3. 4. 1

保育士2名

湯野浜思恩園

支援員2名・管理栄養士1名

しおん荘

介護員2名・管理栄養士1名

Ｒ3. 5. 1

七窪思恩園

看護師1名

Ｒ3. 7. 1

七窪思恩園

栄養士1名

Ｒ3.10.12

湯野浜思恩園

支援員1名

思恩

介護員1名

しおん荘

看護師1名

しおん荘

介護員1名

Ｒ3.11. 1
Ｒ4. 1. 1
②退職者
退職年月日

施設名

Ｒ3. 6.30

しおん荘

看護師1名

Ｒ4. 2.28

多機能かも

介護員1名

思恩園

支援員1名

Ｒ4. 3.31

退職職員

しおん荘

荘長（定年退職）

しおん荘

介護員1名

多機能かも

介護員1名（定年退職）

③定年後再雇用
再雇用年月日
Ｒ3. 4. 1

④正規登用

施設名

再雇用職員

しおん荘

準調理員1名（継続）

しおん荘ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｾﾝﾀｰ

準ホームヘルパー1名（継続）

なし

（５）国家資格等取得状況
・社会福祉士1名・介護福祉士1名・介護支援専門員1名
５．理事会・評議員会・委員会開催状況
（１）理事会
○第１回 令和3年5月27日
議第１号 令和2年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
議第２号 令和2年度社会福祉事業 事業報告について
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議第３号
議第４号
議第５号

令和2年度公益事業 事業報告について
令和2年度社会福祉事業区分決算について
令和2年度公益事業区分決算について
＊思恩会監事監査報告
議題６号 七窪思恩園運営規程の一部改正について
議第７号 職員の休職期間の延長について
議第８号 定時評議員会の招集について
議第９号 任期満了に伴う役員候補者の選任について
議第10号 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について
議第11号 評議員選任・解任委員会の招集について
議第12号 任期満了に伴う評議員選任解任委員会選任・解任委員の選任について
○第２回 令和3年6月14日
議第13号 理事長の選任について
議第14号 常務理事（業務執行理事）の選任について
議第15号 顧問の選任について
議第16号 施設担当理事の指名について
○第３回 令和3年9月28日
議第17号 法人本部の移転について
議第18号 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設について
議第19号 養護老人ホーム湯野浜思恩園の移転及び施設名称、定員の変更について
議第20号 湯野浜思恩園特定施設の移転及び施設名称、定員の変更について
議第21号 鶴岡西地域包括支援センターの移転について
議第22号 しおん荘ホームヘルパーセンターの移転及び事業所名称の変更について
議第23号 湯野浜思恩園ホームヘルパーセンターの事業廃止について
議第24号 介護予防拠点及び地域交流カフェの設置及び名称について
議第25号 施設の全体名称について
議第26号 地域密着型特別養護老人ホーム思恩運営規程の制定について
議第27号 地域密着型特別養護老人ホーム思恩入居検討委員会規程の制定について
議第28号 介護予防拠点「地域交流サロンつむぎ」運営規程の制定について
議第29号 思恩会福祉ヴィレッジ設置及び管理規程の制定について
議第30号 入所者（児）預かり金等取扱規程の一部改正について
議第31号 組織機構等に関する規程の一部改正について
議第32号 思恩会福祉プラザ設置及び管理規程の一部改正について
議第33号 多機能事業所運営推進会議設置規程の一部改正について
議第34号 運営規程の一部改正について
議第35号 湯野浜思恩園ホームヘルパーセンター運営規程の廃止について
議第36号 施設長の選任について
○第４回 令和3年10月21日
議第37号 定款変更について
議第38号 定款施行細則の一部改正について
議第39号 経理規程の一部改正について
議第40号 就業規則の一部改正について
議第41号 給与規程の一部改正について
議第42号 鶴岡西地域包括支援センター運営規程の一部改正について
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議第43号 施設運営委員会規程の一部改正について
議第44号 地域密着型特別養護老人ホーム思恩事業計画について
議第45号 思恩会福祉ヴィレッジ消防計画について
議第46号 令和3年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
議第47号 診療所の開設について
議第48号 湯野浜思恩園診療所の移転及び名称の変更について
議第49号 地域小規模児童養護施設の開設について
議第50号 評議員会の招集について
○第５回 令和3年12月16日
議第51号 基本財産の増加について
議第52号 定款変更について
議題53号 住居表示の訂正に伴う決議議案の訂正について
議第54号 住居表示の訂正に伴う規程の改正について
議第55号 思恩会特別養護老人ホーム入居検討委員会規程の制定について
議第56号 しおん荘入居調整委員会設置規程並びに思恩入居検討委員会規程の廃止に
ついて
議第57号 定款施行細則の一部改正について
議第58号 七窪思恩園エアコン入替工事の入札について
議第59号 七窪思恩園エアコン入替工事請負契約の締結について
議第60号 令和3年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
議第61号 評議員会の招集について
○第６回 令和4年3月22日
議第62号 地域小規模児童養護施設の開設について
議第63号 地域小規模児童養護施設あやめ運営規程の制定について
議第64号 就業規則の一部改正について
議第65号 給与規程の一部改正について
議第66号 準職員等取扱規程の一部改正について
議第67号 経理規程の一部改正について
議第68号 組織機構等に関する規程の一部改正について
議第69号 育児休業及び介護休業等規程の一部改正について
議第70号 児童家庭支援センターシオン管理規程の一部改正について
議第71号 令和3年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
議第72号 令和3年度公益事業区分資金収支補正予算について
議第73号 令和4年度社会福祉法人思恩会事業計画について
議第74号 令和4年度年度社会福祉事業区分資金収支予算について
議第75号 令和4年度公益事業区分資金収支予算について
議第76号 苦情対応規程に基づく第三者委員の選任について
議第77号 評議員会の招集について
（２）評議員会
○第１回（定時）令和3年6月14日
評議第１号 令和2年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
評議第２号 令和2年度社会福祉事業 事業報告について
評議第３号 令和2年度公益事業 事業報告について
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評議第４号
評議第５号

令和2年度社会福祉事業区分決算について
令和2年度公益事業区分決算について
＊思恩会監事監査報告
評議第６号 任期満了に伴う役員の選任について
○第２回 令和3年10月29日
評議第７号 定款変更について
評議第８号 定款施行細則の一部改正について
評議第９号 経理規程の一部改正について
評議第10号 就業規則の一部改正について
評議第11号 給与規程の一部改正について
評議第12号 地域密着型特別養護老人ホーム思恩事業計画について
評議第13号 令和3年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
評議第14号 地域小規模児童養護施設の開設について
○第３回 令和3年12月24日
評議第15号 基本財産の増加について
評議第16号 定款変更について
評議第17号 定款施行細則の一部改正について
評議第18号 令和3年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
○第４回 令和4年3月30日
評議第19号 就業規則の一部改正について
評議第20号 給与規程の一部改正について
評議第21号 準職員等取扱規程の一部改正について
評議第22号 経理規程の一部改正について
評議第23号 令和3年度社会福祉事業区分資金収支補正予算について
評議第24号 令和3年度公益事業区分資金収支補正予算について
評議第25号 令和4年度社会福祉法人思恩会事業計画について
評議第26号 令和4年度年度社会福祉事業区分資金収支予算について
評議第27号 令和4年度公益事業区分資金収支予算について
評議第28号 苦情対応規程に基づく第三者委員の選任について
（３）監査実施状況
①思恩会監事監査
・令和3年 5月11日 法人本部・地域包括支援センター・しおん荘
・令和3年 5月12日 七窪思恩園・湯野浜思恩園
・令和3年 5月13日 福祉プラザ各事業所・多機能かも
②児童福祉施設一般指導監査（山形県）
・令和3年10月19日 七窪思恩園・ひなた・シオン
（４）委員会等
①評議員選任・解任委員会
・第1回 令和3年6月14日（成田委員長・大川委員・中村委員・富樫委員）
任期満了に伴う評議員の選任
②苦情解決第三者委員会
・第1回 令和3年4月21日（庄司委員・奥山委員・灰谷委員）
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③担当理事協議会
○七窪思恩園担当理事（久保理事・佐藤豊継理事）
・第1回 令和3年7月19日
○しおん荘担当理事（秦理事・佐藤秀雄理事）
・第1回 令和3年9月14日
○福祉プラザ・多機能かも・包括支援センター担当理事（畠中理事・梅津理事）
・第1回 令和4年1月19日
④乳児院検討会（梅津理事・久保理事・佐藤豊継理事）
・第1回 令和3年9月2日
・第2回 令和3年12月16日
・第3回 令和4年3月11日
⑤多機能ゆのはま運営推進会議
・令和3年5月26日（書面）・7月29日・9月22日（書面）・11月25日・令和4年1月27日
（書面）・3月29日
⑥多機能かも運営推進会議
・令和3年5月28日（書面）・7月30日・9月22日（書面）・11月26日・令和4年1月27日
（書面）・3月29日（書面）
⑦地域密着型特別養護老人ホーム思恩運営推進会議
・令和4年1月31日（書面）
⑧施設運営委員会
○七窪思恩園
・第1回 令和4年2月8日
６．令和３年度思恩会高齢者福祉施設建設工事進捗状況
＜令和３年＞
・ 4月28日 第1回定例会議
・ 5月28日 第2回定例会議
・ 6月11日 思恩会高齢者福祉施設建設工事進捗状況について関係者へ報告
・ 6月28日 第3回定例会議
・ 7月26日 第4回定例会議
・ 8月19日 思恩会高齢者福祉施設建設工事上棟式
・ 8月25日 山形県社会福祉施設整備事業計画変更承認申請書提出（実施設計変更）
鶴岡市社会福祉施設等整備費補助金変更申請書提出（実施設計変更）
・ 8月30日 第5回定例会議
・ 9月21日 鶴岡市補助金等変更交付指令書受理（整備費補助金）
・10月 1日 鶴岡市社会福祉施設等開設準備経費補助金変更申請書提出（項目変更）
・10月 4日 確認済証受理（実施設計変更）
・10月 8日 思恩会高齢者福祉施設建設工事変更契約締結（第2回）
○工事内容、請負金額、工期変更
建築工事・電気設備工事・機械設備工事・厨房設備工事・外構工事
・10月12日 鶴岡市補助金等変更交付指令書受理（開設準備経費）
・10月18日 工事竣工挨拶（庄内支庁・鶴岡市・遊佐町・庄内町・三川町・各自治会）
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・10月19日
・10月20日
・10月21日

・10月22日
・10月25日
・10月27日
・10月28日
・10月31日
・11月 1日

・11月 5日
・11月 8日
・11月26日
・11月30日
・12月 2日
・12月 9日

消防検査
工事竣工、法人本部移転のお知らせを関係者へ送付
建築主事検査（完了検査）
検査済証受理・工事完成、引き渡し（完成通知書・工事目的物引渡書受理）
工事完了届提出（山形県）
山形県社会福祉施設整備費補助金実績報告書提出
鶴岡市社会福祉施設等整備費補助金実績報告書提出
鶴岡市社会福祉施設等開設準備経費補助金実績報告書提出
上下水道検査・監理者検査・発注者検査
山形県・鶴岡市実地検査（補助金関係）
診療所開設現地確認
養護老人ホーム定員減少認可（山形県）
鶴岡市地域密着型サービス運営委員会視察
指定地域密着型サービス事業所指定（鶴岡市）
入居者荷物引越し
施設備品引越し
思恩会福祉ヴィレッジ開所式（開設、事業開始）・入居者移動
○法人本部
○養護老人ホーム思恩園（思恩園特定施設）
○地域密着型特別養護老人ホーム思恩
○ホームヘルパーセンターしおん
○鶴岡西地域包括支援センター
○地域交流サロンつむぎ
○地域交流カフェめっけ
思恩会高齢者福祉施設建設工事（外構工事）変更契約締結（第3回）
○工事内容、請負金額変更
山形県社会福祉施設整備費補助金確定通知書受理
鶴岡市社会福祉施設等整備費補助金交付額確定通知書受理
鶴岡市社会福祉施設等開設準備経費補助金交付額確定通知書受理
建物表題登記完了
庄内森林管理署視察
外構工事完成・引き渡し（完成通知書・工事目的物引渡書受理）
思恩会高齢者福祉施設建設工事への負担金のお願い提出（遊佐町・庄内町）
湯野浜思恩園施設改築事業負担金の請求書提出（三川町）
鶴岡市社会福祉施設等整備費補助金により取得した思恩会高齢者福祉施設建
設工事に係る財産処分について承認申請提出（担保提供）
幸楽荘視察
建物所有権保存登記、抵当権設定登記完了

・12月14日
・12月23日
＜令和４年＞
・ 2月 4日 鶴岡市社会福祉施設等整備費補助金により取得した地域密着型特別養護老人
ホーム・養護老人ホーム・地域包括支援センター・介護予防拠点に係る財産
処分（担保提供）承認通知書受理
・ 3月 1日 所有権登記、名義人住所変更登記完了
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