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社会福祉法人中標津朋友会  事業報告  

 

平成 28年度は、『社会福祉法等の一部を改正する法律案』が成立し、二つの柱を中

心とした制度改革関連業務並びに介護人材の確保と推進に努めてきました。 

 

① 社会福祉法人制度の改革 

・経営組織のガバナンスの強化 ～議決機関を担う評議員会の必置に向け「評

議員選任・解任委員会」を設置し、加えて法人組織の定数等についても見直

しを図り、組織再編や定款変更に取り組みました。  

・事業運営の透明性の向上 ～財務諸表、現況報告書のＨＰ公表・開示を継続 

・財務規律の強化 ～適正かつ公正な支出管理を基本とし、効率的な牽制機能

と事務の簡素化に努め、社会福祉充実残額の算定に着手致しました。 

 

②福祉人材の確保の促進 

  ・福祉人材の確保等に関する基本的な指針の対象範囲を拡大 

・福祉人材センターの機能強化 ～離職した介護福祉士の届出制度の創設や 

就業促進及びハローワーク等との連携強化 

   ・介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等 

   ・社会福祉施設職員等退職共済制度の見直し 

上記の政策動向を鑑み、規定等の是正を行うと共に、当法人においても独自の

施策を展開し、人材確保の推進強化に取り組んでおります。 

 

法人全体を通しては、新システムのツールを使用して、事業所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サービスの活用を拡げる等、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。又、職員処遇の改善においては、一昨年

から導入しております ①キャリアパス基準による昇格を継続し(４０歳以上非正規職員

の正規化）、②処遇改善手当を支給すると共に ③常勤介護職員の嘱託化を図り、初任

給の底上げを図りつつ、加えて ④住宅手当の拡充も実施しており、より一層、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注力してきました。 

 

法人が担う介護事業(９事業)については、稼働率の減少が一部事業においてみられ

るものの年間を通しては順調に推移をし、拠点区分間連結会計年度【平成 28年 4月 1

日～平成 29 年 3 月 31 日】に於ける決算においては、事業活動収支で 20,809 千円、

資金収支ベースでは 31,607千円の当期資金収支差額をそれぞれ計上しております。 

 

今後に於きましても、政策動向に注視をしながら、利用者様のＱＯＬに着目した質

の向上に努め、地域福祉サービスの拠点として一層信頼される法人となるよう、事業

経営の両立と社会(地域)への貢献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２８年５月３０日（月） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２７年度事業報告について  

② 平成２７年度決算報告について  

③ 諸規程の改正(案)について 

 

 第２回理事会  平成２８年１０月２０日（木） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２８年度社会福祉法人に係る指導監査結果措置状況報告について 

② 平成２８年度第１回補正予算(案)について  

③ 社会福祉法人制度改革に伴う法人組織変更(案)並びに評議員選任・解任

委員会の選考について   

 

第３回理事会  平成２８年１２月２２日（木） トーヨーＧＨ 会議室 

① 平成２８年度人事院勧告に伴う給与改正(案)について 

② 定款変更認可申請(案)について 

③ 評議員選任・解任委員会の推薦者(案)等について   

④ 諸規程の改正(案)について 

⑤ 賞罰委員の選出について （就業規則第７５条第２項） 

 

第４回理事会  平成２９年３月３０日（木） 中標津りんどう園 会議室 

① 平成２８年度第２回補正予算書(案)について 

② 平成２９年度収支予算及び事業計画(案)について 

③ 暖房燃料等の入札(案)について 

④ 平成２９年度組織体制並びに人事異動(案)について 

⑤ 施設長の任免及び監事の選任等について  

 

 

２．法人監査の実施状況 

 

第１回監査   平成２８年５月３０日（月）  中標津りんどう園 会議室 

① 法人並びに各施設の決算報告及び精査について  

・各会計の経理及び領収書等証明書類との照合について  

・財務諸表並びに預金残高証明書との会計確認及び突合 

・固定資産管理台帳と備品等との照合確認 

 

 



 

 

② 平成２７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 事業報告(９事業)及び運営並びに入所者処遇の状況について 

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２８年１１月２８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 （役員業務執行及び評議員必置の進捗について） 

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） 

⑥ 社会福祉法の一部改正に伴う関連法令報告 

⑦ その他の事項について 

 

第３回監査  平成２８年１２月２２日（木）  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  

・予算の執行現況について 

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） 

④ 人事院勧告に伴う給与規程改正(案)について 

⑤ 定款変更及び諸規程改正(案)について 

⑥ 特殊浴槽機器の入札(案)について 

⑦ 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２９年３月１３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予算執行状況について 

・各会計経理及び試算表並びに預金残高照合 

・補正予算及び新年度予算の編成内容の検証について 

・理事会審議内容の確認及び入札執行(案)について 

② 平成２９年度基本方針及び施設運営について 

③ 理事会会務について（役員の業務執行状況） 

④ 定款変更(案)について 

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 その他の事項について （第三者委員関連報告） 

              

 

 



 

３．役員研修の実施状況 

 

    第１回 役職員研修会 平成２８年１０月２８日(金) 北方四島交流センター 

                    〔根室管内社会福祉施設連絡協議会主催：根室市 ９名出席〕 

 

   【講演内容】  「 社会福祉法人制度改革と役割について 」 

社会福祉法人 千歳いずみ学園  

         総合施設長   荒  洋  一  氏 

 

①  社会福祉法人改革の経緯 

・社会福祉法人の制度の変革 

・社会福祉法人を取り巻く環境の変化（年代別） 

 ・社会福祉審議会福祉部会報告書  

 

② 社会福祉法等改正について 

・社会福祉法等の一部を改正する法律の審議経 

過について 

    H27.4. 3  閣議決定   

H27.7.29  衆議院 附帯決議採決  

H28.3.17  参議院 附帯決議採決 

 H28.3.31  本会議 採決  成立・交布 

・社会福祉法等の一部を改正する法律 

    社会福祉法人制度改革 ５項 

    福祉人材の確保の促進 ４項 

※ 項目ごとの概要説明 

 

③ 評議員及び会計監査人制度について 

    ・評議員の選任方法～選任・解任委員会の設置 

                 ・評議員及び評議員会の役割について 

・会計監査人の導入趣旨並びに対象法人の基準 

 

④ 控除対象財産・社会福祉充実計画等について 

・控除対象財産の算定イメージ 

  （資産-負債-基本金-国庫補助金等特別積立金） 

 - 控除対象財産 ＝ 〔再投下対象財産〕 

・社会福祉充実計画の策定と地域協議会の運営 

  

                            ⑤  今後のスケジュールと進め方について 

      

 

 



 

 

 【講演内容】  「 解説：社会福祉法の一部改正について 」 

根室振興局 保健環境部社会福祉課  

        課 長   藤 井  信 秀  氏 

 

①  改正社会福祉法における評議員（評議員会） 

・全ての社会福祉法人に必置 

・７名以上で理事総数を超える人数 

 ・特殊関係者は評議員にはなれない 

・選任方法は ～ 定款に定める方法による 

        （理事が評議員を選任する事は認めない） 

・評議員の権限 ～ 評議員会は法人運営に係る 

重要事項の「議決機関」 

  例） 役員及び会計監査人の選任・解任 

定款変更、役員報酬の決定、決算報告等  

 

② 社会福祉法等の一部を改正する法律の公布 

   ～厚生労働省 社会援護局の通知に基づき解説    

 

③ 入所者虐待と不適切な事例について（口頭報告） 

 

 

第２回 役職員研修会  平成２８年１２月２２日(金)  トーヨーグランドホテル 

                         〔法人主催：中標津町  理事９名・監事２名出席〕 

    

【報告内容】  「 社会福祉法人制度改革について 」  

報告者 :  法人事業本部 事務局  青 山  智 和    

 

 ①  社会福祉法人制度改革について 

   （根室連協主催研修会抜粋資料にて説明） 

 

② 社会福祉法等の一部改正に伴う政省令、法人運営 

の見直し等 

・理事長の職務執行状況報告の義務化 

・業務執行理事の選定（非常勤理事長の場合） 

 

③ 社会福祉充実計画等について 

・社会福祉充実資産残額を算定し、その財源に 

基づき計画を策定しなければならない。 

 

 

   



 

 

▼ 平成 28 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) 

・百歳記念表彰 (5:町長) 

・平成 29 年度辞令交付式及

び職員研修会（8） 

・理事長訓示、人事発令等 

・小松田リセ様、ご家族来訪 

・辞令交付者 28名（昇格等） 

〔研修〕事業計画、基本方針等 

・つくしの会総会(21) 

・NALC定期総会(24） 

・釧根老施協総会（28） 

・はぎの里内覧会(30) 

５月 ・第 2回職員会議(2) 

・第１回監査/理事会(30) 

・僧侶のお話し(葬儀参列から) 

・28年度決算報告/事業報告 

・後援会「りんどうの会」

監査・定期総会（27） 

６月 ・第 3回職員会議(2) 

・美幌町民生委員視察(6) 

・第 4回職員会議(30) 

・感謝のこころ … 

・施設見学とマジック披露 

・実積は信頼なり 

・児童館交流（町子育支援室）

及びＪＣ奉仕活動(18) 

・救命救急講習（23:町消防） 

７月 ・標津はまなす苑落成式(1) 

・特殊建築物定期検査(14) 

・小規模多機能、サ高住新築 

・第一宅建来訪 

・釧路啓生会施設見学(19) 

・白樺学園へ講師派遣(27) 

 ８月 ・第 5回職員会議(1) 

・第 13回中標津りんどう園

合同夏祭り(6) 

・北海道運営指導監査(23) 

・ユニットプレ発表全道大会へ 

・ご家族 106 名、ボランティア

39 名来訪し、総勢約 350 名

で賑わう 

・札幌医療大学「地域医療

チーム」実習来訪（8） 

・町議選不在者投票(19) 

・高等養護学校実習(29) 

９月 ・第 6回職員会議(1) 

・第 29回敬老会 (11:特) 

・第 4回敬老の集い(25：ユ) 

・メンタルトレーニング 

・最高齢 103歳、米寿者 3名 

・初めてユニット毎に開催   

・ボランティア委員会事業

参加協力(4:地域貢献) 

・第１回避難訓練(28) 

10月 ・第 7回職員会議(4) 

・第２回理事会（20） 

・第 1回役職員研修会(28)  

・昇格者人事発令(4名) 

・評議員選任・解任委員会等   

・社会福祉法の一部改正等 

・中標津バレー団慰問(1) 

・新総合体育館落成式(9) 

・ナルク十周年式典(16) 

11月 ・第 8回職員会議(1) 

・根室振興局施設視察(17) 

・第２回法人監査(28) 

・思いやる心、待つ事の大切さ 

・笹原部長、佐藤係長来訪 

・上半期会計執行状況等 

・ささやぶ学校そば打ち慰

問(3:小出師範他)・自治

推進イベント協力(20) 

12月 ・第 9回職員会議(1) 

・第３回監査・理事会(22) 

・第２回役職員研修会(22)  

・ご意見箱に「感謝…」の投稿 

・定款・諸規程改正等 

・社会福祉法人制度改革等 

・シルバー人材交流(6) 

・口腔ケア研修会(8)・忘

年会(27)・御用納め（30） 

１月 ・第 10回職員会議(6)  

・中標津町新年交礼会(6) 

・神棚祈願(12) 

・理事長訓示 

・理事長他２名出席 

・中標津事神社より２名来訪 

・新年交礼会(1) 

・御用始め(6) 

・お楽しみ食(27) 

２月 ・第 11回職員会議(1) 

・札幌国税局税務調査(14) 

・介護の基本を忘れずに… 

・専門官他来訪 (14～16日) 

・福祉のつどい協力(19) 

・29年度採用試験(27) 

３月 ・第 12回職員会議(1) 

・評議員選任・解任委員会

及び第 4 回法人監査（13） 

・第４回理事会（30） 

・育む気持ちを大切に… 

・評議員の選任等 

・29 年度組織体制、人事異動

事業計画、事業予算等審議 

・新規採用職員説明会(8) 

・お楽しみ食(10) 

・第２回避難訓練(15) 

・Ａ重油入札(31) 

 

 


