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平成２７年度を振り返って 

 

  海老原 隆行 

 

 地域に必要とされる、それこそ身近な存在になることと、

地元に根ざした多彩な試みをしかけていくことが、法人と

しての良い評判となりえると、感じた年度であった。 

 諸情勢の動向を踏まえ、法人が果たすべき役割と、取り

組むべきことを、地域や社会にどのように示していくのか

と、具体的な実践を問われている。住民を巻き込んだ法人

経営のヒントを、見つけていきたい。 

 同時に、優秀な人材の確保と定着に向けた、揺るぎない

組織風土を形成していかねばならない。 
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 特に、課題としてあげられる点は、 

① メンタルヘルスケア対策 

② 利用者満足度の把握 

③ 将来の幹部人材育成 

④ 労務管理の知識と実践 

などは、改善まで至らず、やや低調であったと反省して

いる。 

 

比較的、よく実践できたことは、 

① 人事考課の基本と実際 

② 財務分析の視点 

③ 社会福祉協議会とのネットワーク 

などは、ニーズに応じた形で、積極的に対応出来ている。 

 

 利用者の方々の、生活のひとコマを、慈しみながら、見

守っていきたい。   
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〔総務部会〕 

 

  佐藤 吉信 

 

 平成 27 年度は、社会福祉法人制度改革の情報収集・各規程の整備等を行いました。

社会福祉法人制度改革の情報収集において、今後、会計の公表化及び内部留保の明確

化が謳われておりますので、会計事務所の協力の下、今後も適切に会計処理を行って

いきたいと考えております。各規程の整備に関しましては、非常勤職員就業規則・非

常勤職員給与規程・マイナンバー制度施行による特定個人情報保護規程の整備をコン

サルタントの協力を得て整備を行いました。マイナンバーの運用については、総務部

会で各施設が統一的な運用が出来るように検討を行いました。今後、マイナンバーの

運用が実際に始まるので、規程に則り適切に運用していきたいと考えております。 

 又、前年度と同様に問題解決や施設の安定的な運営を行う事を目的に事業計画に沿

って各項目別に以下の事業推進を行いました。 

 

 

会計月次検討会・経営勉強会 

☆ 会計事務所との月次検討会を実施し、適正な会計処理を行った。 

☆ 会計事務所による外部監査が行われ、会計の透明度が向上した。 

 

介護・福祉施策の動向 

☆ 社会福祉法人制度改革の情報収集を行った。 

☆ 処遇改善加算の対応を行った。 

 

非常勤職員の規程整備 

☆ 非常勤職員就業規則、非常勤職員給与規程について、コンサルタントの協力を得て

整備を行った。 

 

特定個人情報保護規程整備 

☆ 特定個人情報保護規程の整備を行った。 

☆ マイナンバー対応ＰＣ及びソフト購入を行った。 

☆ マイナンバー運用方法の検討を行った。 

 

その他 

☆ 法人ホームページの各施設利用促進を行った。 
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●人事考課コンサル（エイデル研究所） 

期日  4月 10日（金） 

場所  恒幸園 

内容  ① 非常勤職員就業規則について 

    ② 非常勤職員給与規程について 

 

●人事考課コンサル(エイデル研究所) 

期日  5月 7日（木） 

場所  恒幸園 

内容  ① 非常勤職員就業規則について 

    ② 非常勤職員給与規程について 

 

●第 1回部会 

期日  6月 9日（火） 

場所  恒幸園 

内容  ① マイナンバーについて 

    ② 社会福祉法人制度改革について 

    ③ 育児・看護・介護休業規程について 

 

●第 2回部会 

期日  8月 7日（金） 

場所  恒幸園 

内容  ① マイナンバーについて 

    ② 育児・看護・介護休業規程について 

 

●第 3回部会 

期日  10月 22日（木） 

場所  恒幸園 

内容  ① マイナンバーについて 

    ② 理事会・評議員会について 

    ③ 法人ホームページについて 

     

●人事考課コンサル（エイデル研究所） 

期日  11月 16日（月） 

場所  恒幸園 

内容  ① マイナンバー規程について 
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●第 4回部会 

期日  11月 26日（木） 

場所  恒幸園 

内容  ① マイナンバー制度について 

 

●第 5回部会 

期日  2月 22日（月） 

場所  恒幸園 

内容  ① 平成２８年度事業計画について 

    ② 処遇改善計画・報告について 

    ③ 平成 28年度予算について 

    ④ マイナンバー個人情報提供管理表について 
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〔支援員部会〕 

 

  大久保 英治 

 

 平成 27年度、当部会では、例年同様に小栗判官祭への参加と、障害者総合支援法・

介護保険制度等に関しての情報収集及び意見交換等を中心に部会を開催しました。 

 情報収集・意見交換については、社会福祉法人制度改革の施行に向けて、その内容

の一つである社会貢献活動について、法人として何ができるかを意見交換及び検討を

しました。次年度は、引き続き、社会福祉法人制度改革の「地域社会への貢献」に関

して、法人内、各施設の機能を活かして、どの様な取り組みが出来るのか検討し、実

現に向けて進めていきたいと思います。また、障害者施策では、障害者総合支援法施

行 3 年後の見直しと、障害者差別解消法が施行されます。介護保険制度では、随時、

部分的な改正がなされています。このことについても情報収集と共に共有を図り、よ

り良いサービス提供に繋げたいと思います。 

 法人・各施設のＰＲ活動の一環として、各施設とも昨年同様の出展内容で「小栗判

官祭」に参加しました。地域住民の方々への法人・各施設の認知度も高まり、すべて

の屋台がほぼ完売することができました。次年度も継続して参加し、法人各施設のＰ

Ｒ活動の場としていきたいと思います。 
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●第１回部会 

期日  7月 8日（木） 

場所  菫授園 

内容  ・地域貢献活動について 

    ・福祉機器展視察について 

 

 

●第２回部会 

期日  11月 5日（木） 

場所  菫授園 

内容  ・地域貢献活動について 

    ・小栗判官祭について 

 

 

●第３回部会 

期日  2月 4日（火） 

場所  菫授園 

内容  ・地域貢献活動について 

    ・小栗判官祭実施報告について 

    ・障害者差別解消法について 

    ・次年度事業計画について 
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〔介護士部会〕 

 

飯泉 良次 

 

 昨年度は、ご利用者様、ご家族様の権利意識の向上と、介護事故に対する介護士の

安全配慮義務等、我々支援者は、常にリスクと隣り合わせでいるという観点から、「リ

スクを回避する記録について」を、事例に基づいて討議しました。討議後、各施設か

ら、リスクを回避するために、「重要なことは、分単位で細かく記録をしている」「時

系列で詳細に書くようにしている」等、取り組んでいるとの報告があり、成果があっ

たと実感しています。 

 栄養士部会との合同開催については、「食事面も含め、意欲低下の方に対してどう支

援するか」等をテーマにグループ討議を行いました。各施設の取り組みについて情報

交換を行い、その後の支援に活かすことができました。 

 今年度は、障害者支援も高齢化、重度化が進んでいることから、最新の介護技術に

ついて、取り組みたいと思います。 

 

 

●第 1回部会 

期日  6月 25日（木） 恒幸園 

内容  ① リスクを回避する記録について（事例発表 すみれ園） 

    ② 質疑応答 

    ③ 各施設の意見交換 

 

●第 2回部会（合同部会） 

期日  11月 13日（金） 恒幸園（栄養士部会との合同開催） 

内容  ① 外部講師による「やわらか食」セミナー 

    ② グループ討議「介護士と栄養士との連携について」 

 

●第 3回部会 

期日  2月 25日（木） 恒幸園 

内容  ① 平成 27年度 部会内容の振り返りと反省 

    ② 平成 28年度 部会内容の検討 

    ③ 各施設のご利用者様及び職員の感染症の状況報告 
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〔看護師部会〕 

 

  谷島 朋子 

 

 各施設において、利用者の高齢化・重度化が進み、さまざまな合併症により身体的

トラブルが発生する可能性が高くなっています。各施設における事例の検討をするこ

とにより、急変時対応・感染症対策の実状を把握することができました。多様な支援

を行う中、日常業務に対する振り返りと問題意識を高め予防対策に努めていきたいと

思いました。今後も情報交換や事例検討を図り、看護業務に活かせていけるよう努め

ていきたいと思います。 

 

 

●第 1回部会 

期日  5月 27日（水） 

内容  ① 急変時対応について 

      事例を元に意見交換 

 

 

●第 2回部会 

期日  10月 21日（水） 

内容  ① 感染症対策について 

      リネン類の消毒・ダニ対策について 

      ノロウイルス・インフルエンザ等の流行時期の予防対策 

 

 

●第３回部会 

期日  2月 10日（水） 

内容  ① 感染症について 

      現状報告・対応策について意見交換 
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〔栄養士部会〕 

 

  大森 孝男 

 

 本年度は、6月・1月に定例部会、11月に介護士・栄養士合同研修会を開催しました。

各栄養士同士での情報交換や疑問や問題点について協議し、また、合同研修会では、

介護士との意見交換もすることができ大変参考になりました。 

 今後も、部会をとおして食事サービスの向上を図っていきたいと思います。 

 

●第 1回部会 

期日  6月 9日(火) 

場所  すみれ園 

内容  ① 昼食の検食 

     ② ウルノ商事展示会について 

     ③ 日東ベスト 出張「やわらか食」セミナーについて 

     ④ 情報交換 

       ・ケース商品について 

       ・野菜の発注業者について 

       ・汁物、麺類などで出汁以外にコクを出す工夫について 

     ⑤ 献立表の交換 

 

●介護士・栄養士合同研究会 

期日  11月 13日(金) 

場所  恒幸園 

内容  ① 外部講師による「やわらか食」セミナー 

       ・高齢者の食にまつわる問題と適した食事 

       ・噛む力が弱い方向けのやわらか食 

       ・飲み込む機能が弱い方へのやわらか食 

     ② グループ討議 

       ・意欲低下の方に対して食事面も含め、どのように支援していくか。 

       ・利用者の方の情報共有方法について 

       ・水分摂取の方法について 
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●第 2回部会 

期日  1月 25日（月） 

場所  菫授園 

内容  ① 昼食の検食 

     ② 平成 27年度事業報告 

     ③ 平成 28年度事業計画 

     ④ 献立表交換 

     ⑤ 行事の時のメニューについて 

     ⑥ 人気のあるお弁当について 
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〔調理員部会〕 

 

  草間 京子 

 

 今年度調理員部会では、各法人内施設の検食を実施すると共に会議を開催し、個々

人の業務に対する質が高まり、日々の調理業務に役立てることが出来ました。更には、

各施設の行事に参加することにより知識を高め、日々の業務に反映させる事が出来た

と考えておりますし、今後も、活かしていくことが重要と思っております。 

 食品展示会につきましても、年間を通じ 2 回参加する事が出来、学ぶ点が多数有っ

たと考えております。特に、ノロウイルス予防対策につきましては、各施設での情報

収集・対策等推進していくと共に、情報の共有化を図る事が重要と考えております。 

 今後も、年間を通じ調理員部会の活動を充実すると共に、安心・安全な食事の提供

に努めていきたいと考えます。 

 

●第 1回部会 

期日  5月 27日（水）菫授園 

内容  ① 検食及び定例会議 

    ② 給食業務従事者研修参加 

    ③ 情報交換 

 

●第 2回部会 

期日  10月 6日（水）恒幸園 

内容  ① 検食及び定例会議 

    ② 納涼祭反省会 

    ③ 食品展示会視察研修（ウルノ） 

    ④ 情報交換 

 

●第 3回部会 

期日  2月 3日（水）桃香園 

内容  ① 検食及び定例会議 

    ② 平成 27年度事業報告及び反省 

    ③ 食品展示会視察研修（三和） 

    ④ 平成 28年度事業計画（案）について 

    ⑤ 情報交換 

    ⑥ その他 
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平成２７年度社会福祉法人「恒徳会」主な流れ 

 

平成２７年 ４月 １日   開園記念日 

              辞令交付 

         ２日   新入社員合同入社式（中央病院：講堂） 

      ５月２０日   監事監査 

        ２２日   平成２７年度第１回恒徳会理事会 

              平成２７年度第１回恒徳会評議員会 

（桃香園：会議室） 

      ７月２５日   すみれ園・菫授園・恒幸園納涼祭（菫授園ロータリー） 

      ８月 １日   桃香園納涼祭（桃香園） 

１２月 ４日   平成２７年度第２回恒徳会理事会 

        平成２７年度第２回恒徳会評議員会 

（桃香園：会議室） 

         ６日   小栗判官祭 

平成２８年 ３月２５日   平成２７年度第３回恒徳会理事会 

              平成２７年度第３回恒徳会評議員会 

              （桃香園：会議室） 


