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社会福祉法人中標津朋友会  事業報告  

 

平成 27 年度は、介護保険制度と介護報酬(△2.27%)が同時に改定され、今後の３年

間を占う、いわばスタートの年度でもありました。 

財政的な影響もさることながら、利用者処遇の向上と職員の処遇改善に取り組み、

両立を図りながら収支のバランスを維持しなければなければならない。非常に厳しく

もあり、柔軟な対応に迫られた創意工夫の１年でもありました。 

 

法人に於かれましては、本年度より新会計基準によるシステムを本格的に運用開始

し、事業毎の財務検証を加速化させると共に、様々な事業所機能の特性を生かした連

携からそれらを全体として一体的に機能させる統合の概念『全体最適』を取り入れ、

物品の調達方法や購入価格の抑制を図り、支払いにおいても WEB-FB サービスを活用

する等様々な事務事業の簡素・効率化や経費の縮減に努めております。 

職員処遇の改善においては、①キャリアパス基準を見直し(４０歳以上非正規職員の正

規化）過去の経験年数や勤務実績に応じた昇格システムを構築し、②処遇改善手当を

支給すると共に③夜勤手当の増額等を図り、介護人材流出に即した施策や魅力的な職

種となるよう、職環境の充実とマンパワー対策にも力を注いで参りました。 

法人が担う介護事業(９事業)については安定的に推移をし、拠点区分間連結会計年

度【平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日】に於ける決算においては、事業活動

収支で 27,211千円、資金収支ベースでは 41,511千円の当期資金収支差額をそれぞれ

計上しております。 

 

昨年からの「社会福祉法人の在り方論」を契機に、社会福祉法人制度の見直しを諮

るべく『社会福祉法等の一部を改正する法律案』が、平成２８年３月３１日に衆議院

本会議において可決成立しております。  

①経営組織の在り方の見直しとして、評議委員会(議決機関)の必置〔H29.4.1施行〕や

会計監査人の導入、②法人運営の透明性の確保では、定款・財務諸表・役員報酬基準

等の開示を法令化し、③適正かつ公正な支出管理や④地域における公益的な取り組み

の責務として、無料又は低額の料金で福祉サービスを提供する事を責務規定として盛

り込む事も検討されております。⑤内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下を促

し、地域に応じた新しい福祉サービスの実現や提供ビジョンの構築に努め、⑥行政の

役割と関与の在り方を強化して、地域住民の参画と協働により誰もが支え合う、共生

社会の実現を目指すことなど６項目が掲げられております。 

 

当法人も地域（社会）貢献や様々な事業展開・情報公開の透明性をもって社会福祉

法人の意義を示し、地域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

べく、本年度も職員一体となり努力を重ねてきました。 

これからの政策動向に注視しながら、今後においても利用者様の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２７年５月２２日（金） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２６年度事業報告について  

② 平成２６年度決算報告について  

③ 次期繰越活動収支差額の積立金計上(案)について 

 

 第２回理事会  平成２７年１０月２８日（水） 中標津りんどう園 会議室 

① 法人役員の任期満了に伴う改選(案)について 

② 理事長の選任について  

③ 理事長職務代理者の指名について   

 

第３回理事会  平成２７年１２月４日（金） トーヨーＧＨ 会議室 

① 平成２７年度人事院勧告に伴う給与改正(案)について 

② 平成２７年度第１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２８年３月２５日（金） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２７年度第２回補正予算書(案)について 

② 平成２８年度収支予算及び事業計画(案)について 

③ マイナンバー等取扱い規程(案)の制定について  

④ 暖房燃料等の入札(案)について 

⑤ 法人創立三十周年記念行事(案)について 

⑥ 平成２８年度組織体制並びに事務分掌(案)について 

 

２．法人監査の実施状況 

 

第１回監査   平成２７年５月２２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  

・各会計の決算及び領収書等証明書類との照合について  

・財務諸表と預金残高の照合確認 

② 平成２６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２７年１０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経理及び資産管理状況について 

・各会計経理及び試算表並びに預金残高照合について  

・上半期の予算経理執行状況報告について 

② 施設運営及び人事管理全般について 

③ 理事会会務について （役員業務執行及び役員改選進捗状況含） 

④ 入所者預り金及び費用徴収の収支確認について 

⑤ 利用者負担金の収支確認について （全事業所対象 = 監事要望事項） 

・介護保険法改正による是正状況 （２割負担等含）  

・費用徴収経理全般について （システムの確認） 

 

第３回監査  平成２７年１２月４日（金）  トーヨーＧＨ 会議室 

① 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 

・各会計経理及び試算表並びに預金残高照合について  

・補正予算の執行状況について 

② 施設運営及び人事管理全般について 

③ 理事会会務について （役員業務執行状況及び役員改選） 

④ 人事院勧告に伴う給与規程改正（案）概要について 

⑤ 諸規程改正（案）について 

⑥ 第三者委員会に係る苦情処理状況について 

 

第４回監査  平成２８年３月２５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経理及び予算執行状況について 

・平成２７年度決算見込み及び予算執行について  

・各会計経理及び試算表並びに預金残高照合について 

・補正予算及び新年度予算の編成内容検証について 

・理事会審議内容の確認及び入札執行（案）について 

② 施設運営及び人事管理全般について （新年度組織体制含） 

③ 理事会会務について（役員の業務執行状況） 

④ 定款並びに諸規程改正（案）について（マイナンバー取扱い規程含） 

⑤ 入所者預り金及び費用徴収の収支確認・点検について 

⑥ 第三者委員に係る関連報告について 

⑦ その他の事項について ～ 社会福祉法人・施設の自主点検結果実施報告 

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

 

 

 



 

３．役員研修の実施状況 

 

   役職員研修会  平成２７年１２月４日(金) トーヨーＧＨ 会議室 

   【講演内容】  「 地域包括ケアシステム構築に向けて 」 

中標津町地域包括支援センター長  谷 口 和 美 

 

①  地域包括支援センターの体制 

・平成 18 年度設置～中標津町役場介護保険課内 

 主任ケアマネージャー １名  保健師 ２名 

 社会福祉士 １名   介護支援専門員 １名 

  その他の職員 １名  〔 合 計 ６名体制 〕 

 

② 地域包括支援センターの役割及び業務内容 

・介護予防ケアマネージメント業務 

・権利擁護業務～高齢者虐待の早期発見と把握 

・総合相談支援業務～昨年度 206件 

・包括的・継続的ケアマネージメント業務 

 ～高齢者への直接支援や地域のケアマネへの

指導や助言、地域ケア会議やサービス調整会

議の開催等 

 

③ 地域包括ケアシステム構築について 

          ・自助・共助・互助・公助繋ぎ合わせる体制作り 

・生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の 

参加促進 

・人口 ２万４，０４１人  高齢化率 22.83% 

〔地域支援事業 平成 30年度までに実施〕 

                           

（事務局報告）    ① 根室管内社会福祉施設連絡協議会研修報告 

                    H27.10.16 日開催  根室すずらん学園地域交流センター 

講演内容 「 施設職員としての倫理について 」 

札幌第２この実寮  寮 長  加 藤  孝  

 

② 根室地域ケア研究会研修報告 ～ 資料提供 

H27.8.19日開催  中標津町トーヨーグランドホテル ２F 

講演内容 「 全ての人の支え合い 

～ 安心で暮らせる地域を目指して 」 

                                  公益財団法人 さわやか福祉財団  長 井  巻 子  

 

            

 



 

 

▼ 平成 27 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２７年度辞令交付式 

or 職員研修会（3） 

・第 2回職員会議(30) 

・理事長訓示、人事発令等 

・辞令交付者 29名（昇格等） 

〔研修〕事業計画、基本方針等 

・博愛の精神について 

・北海道知事/道議会議員

選挙不在者投票(8) 

・釧根老施協定期総会（17） 

・NALC総会(24:理事長） 

５月 ・法人三役会(15) 

・厚生連 JA 摩周落成式(15) 

・第１回監査/理事会(22) 

・平成２７年度決算報告/事業

報告/積立金計上等について

協議及び理事会審議 

・後援会「りんどうの会」

監査・定期総会（12） 

・施設見学 2施設（18・20） 

６月 ・第 3回職員会議(1) 

・処遇改善交付金(15・25) 

・高齢者の体温調整について 

・介護福祉士合格者６名他 

・児童館交流（20：町子育支

援室）・心肺蘇生研修会（22） 

７月 ・第 4回職員会議(1) 

・施設内保育検討協議(29) 

・地域における公益的な社会 

貢献(管理/総務職員奉仕活動) 

・ふれあい祭(5:地域貢献) 

・町緑化組合環境整備(25) 

 ８月 ・第 12回中標津りんどう園

合同祭り(1) 

・第 5回職員会議(4) 

・戦没慰霊祭(15:理事長)  

・悪天予報により屋内外で実 

施約 350 名の参加者賑わう 

・新規採用者辞令交付、研修復

命報告（プレ発表 2施設） 

・札幌医療大学「地域医療

チーム」実習来訪（11） 

・釧教大、NHK学園実習(10) 

・身体拘束廃止等研修(18) 

９月 ・第 6回職員会議(1) 

・法人三役会(15) 

・内閣総理大臣表彰(17) 

・第 3回敬老の集い(27：ユ) 

・待つことの大切さ … 

・役員選考について 

・根室振興局来訪(百歳２名)  

・演歌ビクス余興約３０名     

・釧根老施協個別研修受け

入れ（4:総勢 30名） 

・第１回避難訓練(16) 

・28年度職員採用試験(18) 

10月 ・第 7回職員会議(1) 

・根室管内町議会研修会講

師派遣(24) 

・第２回監査/理事会（28） 

・職員昇格者等８名 辞令交付 

・福祉・介護現場での課題と 

取組みについて(標津町) 

・役員改選、西澤理事長重任 

・介護保険施設集団指導

(19:根室振興局) 

・町議会等施設視察(9) 

・喜多嶋麻鈴歌謡ショー(22) 

11月 ・第 27回敬老の集い(1:特) 

・第 8回職員会議(5) 

・北海道運営指導監査(30) 

・百歳 8名(過去最多ユニット含) 

・道共済会永年勤続表彰２名 

・根室振興局４名来訪 

・ささやぶ学校そば打ち慰

問(14:小出師範他)・中標

津町表彰式(27:役員３名) 

12月 ・第 9回職員会議(1) 

・第３回監査・理事会/役職

員研修会(4)  

・新規職員３名 辞令交付 

・人事院勧告給与改正、補正 

予算、諸規程改正等 

・シルバー人材センター交

流の集い(2：理事長)・忘

年会(29)・御用納め（30） 

１月 ・第 10回職員会議(6)  

・百歳記念表彰(8) 

・理事長訓示 

・中標津町長他３名来訪 

・御用始め(6) 

・新年交礼会(6:理事長) 

２月 ・第 11回職員会議(1) ・職員功労表彰(社協)２名 ・地域合同研修奨励事業(27) 

３月 ・第 12回職員会議(2) 

・法人三役会(22) 

・第４回監査/理事会（2） 

・育む気持ちの大切さ… 

・２８年度組織体制、人事異動

事業計画、事業予算等審議 

・第２回避難訓練(15) 

・新規採用職員研修(23) 

・Ａ重油入札(28) 

 

 


