
平成２８年度 社会福祉法人みねやま福祉会 事業報告 

 

１ はじめに 

地域の福祉ニーズが多様化・複雑化するなか、社会福祉法人がその公益性と非営利性を徹底し、

これからも福祉サービスの中心的な担い手としてあり続けるとともに、地域社会にさらに貢献する

法人であるよう社会福祉法人制度の改革が進められ、平成２９年４月１日の改正法施行に向け、定

款変更、評議員の選任、法人内規程の変更等を行いました。 

このようなか、法人理念「地域の人々の心豊かで安心安全な暮らしへの貢献」の実現を目指し、

大宮北保育所の保育業務受託が平成２８年４月から始まり、法人が運営する事業所数は１７施設と

なりました。 

施設整備については、峰山乳児院の老朽化対策等について進めることになり、用地確保、建物設

計、土地借用、補助金申請、入札を行い、平成２９年１２月完成を目指し工事を始めることができ

ました。一方、平成２９年３月末完成予定で進めていた（仮称）宮津福祉人材養成センター新築工

事については、地中に構造物が見つかり設計変更を行ったことから、工期を４か月延長し、平成２

９年７月完成、同年９月事業開始を目指し工事を進めています。また、日本財団の助成決定を受け、

すずらん増築工事（隣地活用）に平成２９年４月末完成で取り組みました。 

運営面については、昨年に引き続き、児童部門、障害部門で利用者増に対応するための職員確保

が課題となりました。老人部門では、取り組んできた効果が出て収益改善が進みましたが、はごろ

も苑のホームヘルプ事業において利用者確保が課題となりました。 

第三者評価機関によるサービス評価は、概ね３年に一度の受診を受けるようにしており、峰山乳

児院、峰山乳児院付設幼児寮、ゆうかり乳児保育所、吉津保育園、ゆうかり子ども園、府中子ども

園、さつき園、すずらん、弥栄はごろも苑（介護老人福祉施設・短期入所生活介護、介護予防短期

入所生活介護、地域密着型通所介護、介護予防通所介護、居宅介護支援）、グループホームもみじ

の１０施設が、診断を受けました。 

主な施設整備は、はごろも苑防犯用フェンス設置工事（地域介護・福祉空間施設整備費補助）、

弥栄はごろも苑防犯カメラ・電気錠設置工事（地域介護・福祉空間施設整備費補助）。主な設備整

備は、保育支援システムの購入（ゆうかり乳児保育所、ゆうかり子ども園、大宮北保育所、府中子

ども園、吉津保育園 保育所におけるＩＣＴ化推進補助）、はごろも苑仰臥位入浴装置の購入（職

場定着支援助成）、さかいの家活動用軽自動車（中古）の購入でした。 

労働環境の整備では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく行動計画を作成

し、取り組みを進め、次世代育成対策推進法に基づく第３期行動計画とともに、仕事と子育てを両

立しながら、その経験や能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を進めました。 

地域等への情報発信では、ホームページ、ｆａｃｅｂｏｏｋを活用し、みねやま福祉会の情報公

開、活動内容の発信に力を入れました。さらに、求職者の多くが、スマートフォンにより求人情報

を得ていることに対応して、多くの人に求人情報が伝わるよう、求人専用のホームページを作成し

ました。 

法人内部で実施している階層別研修では、それぞれの階層において、夢と希望を持ち仕事に臨め

るよう研修計画を立て実施しました。 

これら職員の確保や育成、労働環境の整備への取り組み等が京都府に認められ、「きょうと福祉

人材育成認証制度」において『上位認証』を受けました。 

地域貢献については、これまでから取り組んでいる「京都地域福祉創生事業」への参画や、「お

ひさまひろば」、「のびっこクラブ」、「すくすく」等の子育て支援、小中学生の介護等体験の受入れ、

認知症家族の交流会「こすもすの会」等の認知症介護支援の事業を実施しました。 

 



２ 理事会（１４回開催） 

№ 開催年月日 出席数 内      容 

1 H28.05.26 9 人 ・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 27 年度事業報告(案)について 

・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 27 年度決算報告(案)について 

・(福)みねやま福祉会定款の変更について 

・(福)みねやま福祉会評議員の選任について 

・(福)みねやま福祉会諸規程の改正について 

・平成 28 年度昇給について 

・平成 28 年度夏季賞与について 

・(福)みねやま福祉会運転資金借入金について 

・その他 報告事項 

2 H28.06.02 8 人 ・(福)みねやま福祉会理事長の互選について 

・(福)みねやま福祉会理事長職務代理者の選任について 

・(福)みねやま福祉会評議員の選任について 

・その他 報告事項 

3 H28.07.28 10 人 ・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事に係る状況報告 

・その他 報告事項 

4 H28.09.05 9 人 ・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ障がい者通園施設新築工事に係る入札に 

ついて 

・その他 報告事項 

5 H28.09.28 9 人 ・児童発達支援ｾﾝﾀｰすずらん増築工事に係る入札について 

・児童発達支援ｾﾝﾀｰすずらん増築工事に係る借入金について 

・(福)みねやま福祉会諸規程の制定及び改正について 

・その他 報告事項 

6 H28.10.05 10 人 ・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ障がい者通園施設新築工事に係る工事請負

契約について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ外構工事に係る工事請負契約について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事に係る追加費用について 

・その他 報告事項 

7 H28.11.07 9 人 ・児童発達支援ｾﾝﾀｰすずらん増築工事に係る工事請負契約について 

・その他 報告事項 

8 H28.11.29 9 人 ・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事に係る工事請負変更契約の締結に

ついて 

・平成 28 年度年末賞与について 

・(福)みねやま福祉会諸規定の制定及び改正について 

・その他 報告事項 

9 H28.12.12 10 人 ・(福)みねやま福祉会定款の変更について 

・峰山乳児院及び峰山乳児院付設幼児寮の移転新築計画及び資金計画に 

ついて 

・乳児院建設用地への地上権の設定、及び農地法第５条申請、事業完成 

までに必要な申請について 

・はごろも苑の機械浴槽更新及び更新費用の借入について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事に係る機器購入について 

・その他 報告事項 



10 H29.01.24 9 人 ・峰山乳児院移転新築工事に係る建築設計・監理業務委託契約について 

・峰山乳児院移転新築工事に係る施設整備積立金取崩について 

・峰山乳児院移転新築工事に係る入札について 

・(福)みねやま福祉会諸規程の制定について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事に係るつなぎ資金の借入について 

・その他 報告事項 

11 H29.02.14 9 人 ・施設長の選任について 

・評議員選任・解任委員会委員の選任について 

・次期評議員候補者の推薦について 

・(福)みねやま福祉会諸規程の改正について 

・その他 報告事項 

12 H29.03.01 10 人 ・(福)みねやま福祉会次期評議員候補者の推薦について 

(H29.02.14 第 11 回理事会の継続審議議案） 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事海を臨むﾃﾞｯｷ工事に係る工事請負

契約について 

・その他 報告事項 

13 H29.03.23 10 人 ・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 28 年度補正予算（案）について 

・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 29 年度事業計画（案）について 

・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 29 年度予算（案）について 

・(福)みねやま福祉会定款細則の制定について 

・(福)みねやま福祉会諸規程の改正について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事に係る第 3 回工事請負変更契約 

の締結について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰ新築工事に係る設計監理業務委託変更契約

の締結について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰの名称について 

・峰山乳児院新築工事に係る建設費用等の借入金について 

・その他 報告事項 

14 H29.03.29 9 人 ・峰山乳児院新築工事に係る工事請負契約について 

・(福)みねやま福祉会諸規程の改正について 

・(仮称)宮津福祉人材養成ｾﾝﾀｰの名称について 

(H29.03.23 第 13 回理事会の継続審議議案） 

・その他 報告事項 

 

３ 評議員会（４回開催） 

№ 開催年月日 出席数 内      容 

1 H28.05.26 15 人 ・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 27 年度事業報告(案)について 

・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 27 年度決算報告(案)について 

・(福)みねやま福祉会定款の変更について 

2 H28.06.02 16 人 ・(福)みねやま福祉会理事及び監事の選任について 

3 H28.12.12 14 人 ・(福)みねやま福祉会定款の変更について 

4 H29.03.23 15 人 ・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 28 年度補正予算(案)について 

・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 29 年度事業計画(案)について 

・(福)みねやま福祉会経営各施設の平成 29 年度予算(案)について 

 

 

 



４ 法人監事監査（平成２８年度実施分） 

H28.5.18 ･･･ 各事業所 

5.19 ･･･ 本部、各事業所 

 

５ 監査・指導・第三者評価・外部評価 

（１）指導監査（実地） H28.11.01 ･･･ 大宮北保育所 

H28.12.07 ･･･ 府中子ども園 

H28.12.08 ･･･ 峰山乳児院、峰山乳児院付設幼児寮、ゆうかり乳児保育所 

H28.12.13  ･･･ 吉津保育園 

H28.12.19  ･･･ ゆうかり子ども園 

 

（２）実地指導 

介護保険事業者     H28.10.14 ･･･ 弥栄はごろも苑（介護予防通所介護、(介護予防)短期入所

生活介護、介護老人福祉施設、居宅介護支援） 

地域密着型サービス H29.01.15 ･･･ さかいの家 

           H29.02.21 ･･･ ないきの家 

指定障害福祉サービスH29.03.01 ･･･ すずらん（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所

等訪問支援） 

 

（３）集団指導 

介護保険サービス  H28.05.13  ･･･ はごろも苑、弥栄はごろも苑 

障害福祉サービス H28.06.03  ･･･ さつき園、すずらん、もみの木、はごろも苑 

地域密着型サービス H28.07.29  ･･･ はごろも苑あんしんケアコールセンター24、弥栄はごろも 

苑、もみじ、かえで、ないきの家、さかいの家 

 

（４）第三者評価      H28.09.23 ･･･ 吉津保育園 

H28.09.24 ･･･ ゆうかり乳児保育所 

H28.11.14  ･･･ 弥栄はごろも苑（介護老人福祉施設・短期入所生活介護、

介護予防短期入所生活介護、地域密着型通所介護、介護予

防通所介護、居宅介護支援） 

H29.02.21～02.22 ･･･ 峰山乳児院、峰山乳児院付設幼児寮 

H29.02.02 ･･･ 府中子ども園 

H29.02.24 ･･･ さつき園 

H29.02.28 ･･･ すずらん 

H29.03.10 ･･･ ゆうかり子ども園 

 

（５）外部評価  H28.10.26 ･･･ もみじ 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 職員研修 

法人内研修                                単位：人 

対象職員 内容 講師 人数 

新任職員 

1 新任基本研修 

櫛田理事長、稲穂施設長、五宝施設長 

北村課長、小牧副苑長、櫛田寮長 

稲垣施設長、家谷園長、上田事務員 

51 

2 講義「社会福祉の考え方」 櫛田理事長 55 

3 体験学習① 櫛田理事長 47 

4 接遇研修 A-2 稲穂施設長 43 

5 体験学習② 櫛田理事長 43 

6 講習「ｹｱｰとは何か」 新天地育児院 副院長 龍尾和幸氏 44 

7 法人事業所見学 各事業所担当者 55 

中堅職員Ⅰ 

（2～3 年職員） 

1 
接遇研修 B（上・下半期 各

2 ｺｰｽ） 
稲穂施設長 28 

2 講義「法人理念について」 櫛田理事長 16 

中堅職員Ⅱ 

（4 年以上職員） 

1 
講義「法人理念と中堅職員の

役割 
櫛田理事長 16 

2 接遇研修 C 稲穂施設長 31 

3 ｾｸﾊﾗ･ﾊﾟﾜﾊﾗ防止 施設長（自施設以外） 156 

4 
法人の将来を担う職員のﾊﾟﾜｰ

ｱｯﾌﾟ研修（講義とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ） 
㈱ｱﾙﾏｲﾝﾄﾞ 柳田貴子氏 17 

5 OJT 指導者研修 ㈱ｱﾙﾏｲﾝﾄﾞ 柳田貴子氏 16 

6 観察と記録（6 回ｼﾘｰｽﾞ） 新天地育児院 副院長 龍尾和幸氏 11 

7 ﾒﾝﾀﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ BUNA ｼｽﾃﾑ㈱ 山田浩典氏 14 

8 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修（半日×4 回） ㈱ｴｲﾃﾞﾙ研究所 君嶋信子氏 24 

指導職員 

1 考課者研修会 ㈱ｴｲﾃﾞﾙ研究所 君嶋信子氏 33 

2 指導職員の役割 1（新任者） 櫛田理事長 4 

3 指導職員の役割 2（全員） 櫛田理事長 31 

4 ｺｰﾁﾝｸﾞ（全員） ㈱ｱﾙﾏｲﾝﾄﾞ 柳田貴子氏 27 

管理職 

1 考課者研修会 ㈱ｴｲﾃﾞﾙ研究所 君嶋信子氏 17 

2 労務管理研修 ㈱ｴｲﾃﾞﾙ研究所 田中幹也氏 20 

3 マネジメント研修 ㈱ｴｲﾃﾞﾙ研究所 丹羽 勝氏 19 

4 財務学習会 寺田経理部長 17 

全職員 1 安全運転研修 上田事務員 317 

 


