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社会福祉法人中標津朋友会  事業報告  

 

平成 25年 4月 1 日にオープン致しました、「広域ユニット型特別養護老人ホーム」 

も軌道に乗り、本年度は実質的なスタートの年として位置づけ、今後の将来フレーム 

の指針となるべく、重要な年度でありました。 

 

緑ゆたかな広大な自然環境を生かし、各々の施設に於いても春にはお花見（ＢＢＱ

や農園開き）秋には紅葉（バスハイクや収穫祭）と、四季折々の行事を開催してきま

したが、中でも今年の夏祭り〔第 11 回りんどう園祭り〕は、過去最大の総勢約３５０

名の参加者が募り、大いに盛り上がりました。 

施設・在宅サービスのご利用者様が一同に会するこの催しは、焼き鳥、焼きそば、

カレーライス、綿あめ、かき氷、とと焼き(新メニュー)の他、金魚すくいや千本くじ

トロピカルサワーなど多くの屋台が出店し、今年のアトラクションでは中標津太鼓も

参加を致しました。浴衣姿の介護士、高校生ボランティアを始めとする沢山の奉仕者

や子供達も会場を盛り立て、終始賑やかで、かつ和やかな雰囲気で盛会裏に終えてお

ります。何よりも、御家族との触れ合いの中から生まれる皆さんの『 笑顔 』が、と

てもイキイキとしていて、この瞬間の充実感は、私達（職員）にも大きな感動と元気

を与えてくれました。 

 

一方、今年度は「社会福祉法人の在り方論」が大きく問われる契機となりました。

規制改革会議では、「介護・保育事業に於ける経営管理の強化とイコールフッティン

グ確立に関する意見」が示され、国の税制調査会でも、社会福祉法人に対する非課税

措置が強く問題視されております。厚生労働省は、 ①地域における公益的な活動の

推進 ②法人組織の体制強化 ③法人の規模拡大・協働化 ④法人運営の透明性確保 

⑤法人の監督見直し等の意見を取りまとめ、社会福祉法改正に向け取り組むとしてお

ります。当法人も、地域（社会）貢献や地域展開・情報公開の推進をもって社会福祉

法人の意義を示し、地域の福祉サービスの拠点として、より一層信頼される法人とな

るように努めていかなければなりません。 

 

 法人が担う介護事業も今年度から９事業（対前年比 2増）となりました。拠点区分

連結会計年度【平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日】に於ける決算状況は、資

金収支ベースでは、広域ユニット（昨年度は 7月上旬満床）を筆頭に軒並み利用率が

上昇し、経常活動収入は 489,996千円(対前年度比 9.4%増)と伸び、当期資金収支差額

についても、開設以来最大の 55,584千円(対前年度比 30.1%増)を計上しております。 

 

2015年度の介護報酬改定を踏まえると、取り巻く環境は非常に厳しい状況でありま

す。しかしながら、介護サービスはご利用者にとっては生活そのもので在り、個別性

も強く、他の業種と異なり効率とは対局にあるサービスでもあります。今後も、利用

者様のＱＯＬに着目した質の確保を図りながら、地域に密着したサービスが展開でき

るよう事業経営との両立を推進していきます。 

 

 



 

１．理事会の開催状況 

 

第１回理事会  平成２６年５月２６日（月） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２５年度事業報告について  

② 平成２５年度決算報告について  

 

 第２回理事会  平成２６年９月２６日（金） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２６年度第１回補正予算書（案）について 

② 諸規程の改正（案）について 

③ 社会福祉法人中標津朋友会基本理念の改正（案）について  

④ 職員人事異動（案）について   

 

第３回理事会  平成２６年１２月１２日（金） トーヨーＧＨ 会議室 

① 平成２６年度人事院勧告に伴う給与改正（案）について 

② 平成２６年度第２回補正予算書（案）について 

③ 諸規程の改正（案）について 

 

第４回理事会  平成２７年３月２７日（金） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２７年度収支予算及び事業計画（案）について 

② 諸規程の改正（案）について  

③ 暖房燃料及び福祉車両の入札（案）について 

④ 平成２７年度組織体制及び事務分掌（案）について 

 

２．法人監査の実施状況 

 

第１回監査   平成２６年５月２６日（月）  中標津りんどう園 会議室 

① 法人並びに各施設の会計執行状況について  

・各会計の決算及び予算経理状況について  

・財務諸表と預金残高の照合確認 

② 平成２５年度入所者預り金及び費用徴収の収支確認について  

③ 在宅部門の利用者負担金の収支確認について 

④ 施設運営状況及び事業報告について 

⑤ 法人役職員の業務執行及び会務全般について 

⑥ その他の事項について（第三者委員関連報告） 

 

 



 

第２回監査  平成２６年９月２６日（金）  中標津りんどう園 会議室 

① 法人並びに各施設の会計執行状況について 

・事業所別利用状況並びに予算執行について  

・各会計経理及び領収書等との照合確認 

② 入所者預り金及び費用徴収の収支確認について 

③ 在宅部門の利用者負担金の収支確認について 

④ 施設運営及び理事会の業務執行について 

⑤ 定款及び諸規程改正（案）等について 

⑥ 役員の業務執行及び人事管理について 

⑦ 第三者委員関連報告について 

⑧ 社会福祉法人・施設の自主点検結果実施報告 

              （H26.8.22付施運第 416号通知関連） 

 

第３回監査  平成２６年１２月１２日（金）  トーヨーＧＨ 会議室 

① 理事会の会務及び進捗状況について 

・定款及び諸規程改正の内容確認について  

・補正予算の執行状況について 

・理事・監事の業務執行状況について 

② 施設運営及び人事全般について 

③ 法人並びに各施設の会計経理及び資産管理状況について 

・各会計経理及び預金残高照合 

・資産管理の状況 

④ 入所者預り金及び費用徴収の収支確認について 

⑤ 職員の処遇改善対策（案）について 

 

第４回監査  平成２７年３月２７日（水）  中標津りんどう園 会議室 

① 法人並びに各施設の会計執行状況について 

・平成２６年度決算見込み及び予算執行について  

・各会計経理及び領収書等との照合確認 

・理事会審議内容の確認及び入札執行（案）について 

② 入所者預り金及び費用徴収の収支確認について 

③ 在宅部門の利用者負担金の収支確認について 

④ 諸規程の改正（案）について 

・通所介護運営規程改正（変更届確認） ・給与規程改正  

・嘱託・臨時職員就業規則改正 

・新会計基準移行に伴う経理規程改正 

⑤ 役員の業務執行及び新年度組織体制（案）について 

⑥ 第三者委員関連報告について 

 

 

 



 

３．役員研修の実施状況 

 

   役職員研修会  平成２６年１２月１２日(金) トーヨーＧＨ 会議室 

    【講演内容】  「 介護保険制度の今後の動向について 」 

中標津町民生活部介護保険課長  幾 田 千 之 

①  要介護認定者数の推移 

② 今後の介護保険を取り巻く状況 

③ 介護給付と保険料の推移 

④ 介護保険制度の主な改正内容について 

・地域包括ケアシステムの構築 

・在宅医療・介護連携の推進 

〔地域支援事業 平成 27年度～30年度までに実施〕 

                                 ・認知症施策の推進～ 認知症ケアパス、新オレ

ンジプラン等 

                 ・新しい介護予防・日常生活支援総合事業（新 

                  総合事業）への見直しや移行  

〔平成 29年 4月までに全ての市町村で実施〕 

                            ⑤ 生活支援、介護サービスの充実 

⑥ 地域包括支援センターの機能強化へ向けた方向性 

⑦ 特別養護老人ホームの重点化 

⑧ 低所得者の一号保険料の軽減強化 

⑨ 利用者負担及び補足給付の見直し  

⑩ 第６期中標津町介護保険事業計画の概要  

         

（事務局報告）  「 個人情報に関する基本方針 」 について 

 

 

※ 26.7.4  社協役員研修会  

(渡部理事、小野理事、木村理事、小崎後援会長出席) 

 

【講演内容】 ・町社協ケアサービスセンターの現状について 

介護事業グループ主査  山 内  友 枝  

 

・成年後見・権利擁護センターの状況について 

法人事業グループ主任   千 野  智 彦 

 

            

 

 

 

 

 



                   

   

▼ 平成 26 年度  年間活動（行動）報告            

 

月 中標津朋友会の動き 活 動 内 容 その他の活動 

４月 ・第 1回職員会議（1） 

・平成 26年度辞令交付式 or

職員研修会（11） 

・NALC定期総会（25:理事長） 

・理事長訓示、人事発令等 

・新採含む 25名へ辞令交付 

〔研修〕事業計画、規程改正等 

・理事長来賓として出席 

・社会福祉法人扶躬会新築

落成式出席 (8：阿寒町) 

・つくしの会定期総会(17) 

・釧根老施協定期総会（18） 

５月 ・第 2回職員会議(1) 

・建築物（広域ユニット型）

定期検査(19) 

・第１回監査/理事会 

・研修復命等報告（倉田栄養士） 

・廣木建設、サン設計による合

同検査 

・平成 26年度決算報告等 

・後援会「りんどうの会」

監査・定期総会（13） 

・根室はまなす園施設視察

来訪(29) 

６月 ・第 3回職員会議(4) 

・中曽根茂四郎氏百歳記念

表彰(23) 

・人事発令（中途採用者）、資格

取得者(管理栄養士)報告等 

・中標津町長来園（理事長同席） 

・児童館交流事業（14：町

子育て支援室） 

・町社会福祉大会（28） 

７月 ・第 4回職員会議(3) 

・社協役員研修会(4) 

・新卒採用試験日程、有給休

暇・出勤簿等の留意事項 

・町民生委員施設視察(11) 

・町緑化組合環境奉仕(26) 

 ８月 ・第 11回中標津りんどう園

合同夏祭り(2) 

・第 5回職員会議(4) 

・戦没慰霊祭(15:理事長) 

・理事長、後援会長他、過去最

高の総勢約 350 名の参加 

・研修報告（３名）、ターミナ

ルケア、体調管理等 

・札幌医療大学「地域医療

チーム」実習来訪（19） 

口腔ケア研修会(21:総合

歯科診療所) ・法要(29) 

９月 ・第 6回職員会議(4) 

・第２回監査/理事会（26） 

・内閣総理大臣表彰(17) 

・第 7回職員会議(30) 

・道路工事関連、節電対策等 

・法人基本理念の一部改正等 

・根室振興局来訪(百歳 4名)  

・昇格人事発令、研修復命等             

・音楽コンサート(バイオリ

ニスト 松田ジュンイチ＋琴

大阪音大大学院生との合奏) 

・第 26回敬老の集い(27) 

10月 ・介護サービス公表(14) 

・第 8回職員会議(29) 

・情報の公表調査員来訪 

・基本理念、職員処遇改善等 

・介護保険施設集団指導

(20:根室振興局) 

11月 ・給与計算システム導入(4)  ・サンコー情報システム来訪 ・ボランティアの集い(29) 

12月 ・第 9回職員会議(1) 

・北海道運営指導監査(2) 

・第 10回職員会議(10) 

・第３回監査・理事会/役職

員研修会(12)  

・入居者処遇対応と留意点 

・根室振興局４名来訪 

・健康診断、諸規程改正等 

・人事院勧告関連、補正予算、

諸規程改正等 

・シルバー人材センター記

念行事（3：理事長） 

・職員健康診断(8～1/31) 

・不在者投票(9)・餅つき

(10)・御用納め（30） 

１月 ・第 11回職員会議(6) ・理事長訓示 ・御用始(6)・神棚祈願(8) 

２月 ・第 12回職員会議(2) 

・百歳記念表彰(23) 

・ケアマネ合格者発表等 

・最能ヨシ氏へ記念品贈呈 

・新規採用職員事務説明会

/オリエンテーション(19) 

３月 ・第 13回職員会議(2) 

・百歳記念表彰(16) 

・第４回監査/理事会（27） 

・介護報酬改正、認知症等 

・織田喜一氏へ記念品贈呈 

・27年度事業計画・予算等 

・新年度採用職員研修会/ 

倫理・服務等(23) 

・Ａ重油入札(30) 

 

 


