平成 29 年度

社会福祉法人偕恵園

事業報告

「社会福祉法の一部を改正する法律」が施行され社会福祉法人は公益性・非営利性を確保し、
同時に国民に対する説明責任を果たすこと、地域社会へ貢献することが求められることとなりま
した。当法人は、新定款を定め（平成 29 年 4 月 1 日施行）、同時に経営組織の見直しを行い評議
員会・理事会の役員等の交代を行い新たな委員により法人運営を行うこととなりました。
偕恵・偕恵シグナル施設再整備は、平成 29 年 3 月 31 日に完了し高齢化・障害の重度化に対応
した障害者施設として運営しています。入所施設と通所施設（生活介護事業）の連携により利用
者の地域移行を進めております。また、
「偕恵」では在宅の障害者と家族のニーズに応えるべく短
期入所を本格稼働させ運営を行っております。
運営面では、偕恵シグナル・偕恵いわまワークスがバックアップするグループホーム（20 カ所）
の安定した運営（人材確保等）を行うため、グループホーム職員の就業規則、給与規程を見直し職
員が継続的に働ける環境・条件を整え運営しています。今後、横浜市つたのは学園の利用者及び
家族からの強い要望のあるグループホームの開設を計画しております。
偕恵いわまワークス・特別養護老人ホーム椿寿は、施設の老朽化等により大規模改修及び設備
機器の更新を行ないました。改修工事等は平成 30 年度以降も計画的に行う予定です。グループホ
ームスプリンクラー設置工事は横浜市の補助を受け 3 ヶ所実施し安全な住環境を整備しました。
スプリンクラー設置工事が必要となるグループホームの工事は終了しました。
職員の採用は、平成 29 年度正規職員 21 人（新卒者 2 名）の採用となりましたが、退職者・育
児休業取得等により職員配置は厳しい状況が続いております。職員採用は、法人事務局・各事業
所が連携しハローワーク等での求人、インターネットを利用した求人活動を行っており、さらに
重点的に進めていく必要があります。
職員の職場規律確立の一環として職場でのハラスメント等の相談窓口を設置しハラスメントの
問題に速やかに相談できる体制としました。また、職員倫理綱領を定め、職場規律の確立やマネ
ージメント等に関する職員研修を実施しました。
1. 平成 29 年度事業の重点目標について
(1) 予算配分について
① 各事業所は適正な予算配分に努め、人件費等のバランス、適切な剰余の確保を目指すよ
う運営を行っています。
各事業所での施設整備、施設老朽化に伴う大規模修繕の状況は以下のとおり。
・ 偕恵・偕恵シグナルの防犯カメラ設置工事

2,830 千円（横浜市補助事業）

・ 偕恵いわまワークス大規模修繕
火災通報装置更新工事

2,700 千円

冷温水発生装置更新工事 18,240 千円
・ 偕恵シグナル・偕恵いわまワークス

共同生活援助事業のグループホームスプリ

ンクラー設置工事
平成 29 年度 3 か所のグループホーム（設計工事費 11,564 千円、横浜市補助
事業）
・ 特別養護老人ホーム「椿寿」大規修繕（床張替、電気設備工事）

(2) 施設運営管理について
① 人材確保は厳しい状況が続いている。平成 29 年度はインターネットを利用した求人は
成果が得られなかった。採用者は法人全体で 21 名（偕恵 1 名、偕恵シグナル 2 名、偕
恵いわまワークス 3 名、特別養護老人ホーム椿寿 15 名）であった。今後は、ハローワ
ーク、県・市社会福祉協議会が主催する就職相談会等も活用し募集活動を行っていく。
(3) 経営組織の強化について
社会福祉法改正により、定款を変更し評議員会、理事会の在り方を見直し評議員 8 名、理
事 6 名、監事 2 名の体制で当法人の経営にあたることとしました。今後、事業運営の透明
性の確保、財務規律の強化する取り組みに当たることとなります。
(4) 相談支援事業について
国が進めている計画相談に対応するために、平成 26 年 8 月から相談支援事業を偕恵いわ
まワークスで開始し、平成 27 年度からは体制を充実させ事業を継続している。
(5) 災害対策について
各事業所が置かれている地域ごとの取り組みを継続していく。
(6) 倫理綱領について
法人職員が支援・介護の専門職種としての意識をもち、新しい取組への工夫を行い、常に
人権を尊重した基本姿勢を堅持し、創意工夫をもって利用者の支援、介護を行っていくと
いう倫理綱領を定めた。

2. 評議員会・理事会（監事監査含む）開催実績について
回
開催日
議案・報告等の内容
「監事監査」
【議案】
1 平成29年5月17日(金) 平成28年度 事業報告
午前10時～
平成28年度 決算報告
【議案】
第1号議案:平成28年度 事業報告（案）について
第2号議案:平成28年度 決算報告(案)について
「理事会」
第3号議案:平成28年度 監事監査報告について
2 平成29年6月2日(金)
第4号議案:社会福祉法人偕恵園 定款細則（案）について
午後2時～午後5時
第5号議案:社会福祉法人偕恵園 役員等報酬規程（案）について
第6号議案:社会福祉法人偕恵園 理事及び監事改選（案）について
第7号議案:平成29年度 定時評議員会の開催（案）について
【議案】
「評議員会」
第1号議案:平成28年度 事業報告について
平成29年6月22日(木) 第2号議案:平成28年度 決算報告（案）について
3
午後2時00分
第3号議案:社会福祉法人偕恵園 役員報酬規程（案）について
～
第4号議案:社会福祉法人偕恵園 理事及び監事改選（案）について
午後4時30分
【報告事項】
⑴ 平成28年度 監事監査報告について

「理事会」
平成29年6月22日(木)
【議案】
4
午後4時40分
第1号議案:理事長選定について
～
午後5時00分
【議案】
第1号議案:特別養護老人ホーム椿寿空床利用型短期入所事業の開始について
第2号議案:特別養護老人ホーム椿寿空床利用型短期入所事業の開始に伴う定
款変更について
第3号議案:特別養護老人ホーム椿寿空床利用型短期入所事業の開始に伴う定
「臨時理事会」
款変更のための臨時評議員会開催（案）について
平成29年10月3日(火)
第4号議案:社会福祉法人偕恵園経理規程改正（案）について
5
午前10時00分
第5号議案:社会福祉法人偕恵園定款細則改正（案）について
～
第6号議案:平成29年度偕恵園グループホーム3棟スプリンクラー設置工事に
午前11時50分
係る契約締結方法及び工事業者選定等について（案）
第7号議案:偕恵・偕恵シグナル防犯カメラ設置工事に係る見積もり合わせに
ついて（案）
【報告事項】
⑴ 偕恵いわまワークス共同生活援助実地指導結果について
「臨時評議員会」
平成29年10月25日(水)
【議案】
午前10時00分
6
第1号議案:特別養護老人ホーム椿寿空床利用型短期入所事業の開始に伴う定
～
款変更について
午前10時45分

回

開催日

議案・報告等の内容

【議案】
第1号議案:平成29年度 第1次補正予算（案）について
第2号議案:育児・介護休業等に関する規程改正について
「理事会」
第3号議案:職員就業規則及びグループホーム職員就業規則改正につい
平成29年11月16日
て
(木)
7
【報告事項】
午後2時00分
⑴ 平成29年度 上半期事業報告及び財務報告について
～
⑵ 平成29年度 偕恵園グループホーム3棟スプリンクラー設置工事の入札
午後4時30分
結果について
⑶ 偕恵・偕恵シグナル防犯カメラ設置工事見積合わせの結果について
⑷ 理事長の職務執行状況報告について
【議案】
第1号議案:社会福祉法人偕恵園個人情報管理規程の改正について
第2号議案:偕恵シグナル、横浜市つたのは学園指定特定相談支援事業の開設
「理事会」
について
平成30年1月25日(木) 第3号議案:偕恵いわまワークス短期入所事業に伴う消防機関へ通報する火災
8
午後2時00分
報知設備の設置について
～
第4号議案:評議員、理事、監事の定年に関する内規について
午後4時30分
第5号議案:特別養護老人ホーム椿寿給食業務委託について
【報告事項】
⑴ 社会福祉法人偕恵園倫理綱領について
⑵ 横浜市つたのは学園実地指導結果について
【議案】
第1号議案:社会福祉法人偕恵園経理規程の一部改正について
第2号議案:平成29年度第2次補正予算（案）について
第3号議案:社会福祉法人偕恵園パートタイム職員就業規則の改正につ
いて
第4号議案:社会福祉法人偕恵園育児・介護休業等に関する規程の一部改
正について
「理事会」
第5号議案:特別養護老人ホーム椿寿給与規程の一部改正について
平成30年3月24日(土) 第6号議案:平成30年度事業計画（案）及び当初予算（案）について
9
午後2時00分
【報告事項】
～
⑴ 評議員、理事、監事の定年に関する内規について
午後5時15分
⑵ 偕恵・偕恵シグナル防犯カメラ設置工事について
⑶ 特別養護老人ホーム椿寿給食業務委託について
⑷ 偕恵園グループホーム3棟スプリンクラー設置工事について
⑸ 偕恵いわまワークス短期入所事業に伴う消防機関へ通報する火災報知設
備の設置について
⑹ 偕恵シグナル、横浜市つたのは学園指定特定相談支援事業開設について
⑺ 障害者グループホーム「ほほえみ」への家屋貸付事業について
⑻ 理事長の職務執行状況報告について

