
 

平成２８年度 

 

 

事 業 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人藤の木原福祉会 

 

法人運営理念 

「ともに」 

私たちは、地域の様々なニーズに応え、全ての人がその人らしく、

地域で安心して生活できるよう、利用者・家族・地域・職員が共に

支え合い、高め合います。 

 
 

  



１．平成２８年度 事業方針・重点実施事項の総括報告 

①サービスの質の向上 

・各事業所において利用者等へのアンケート調査を実施した。分析の結果をサービス改善等に反映させ

ている。 

・研修計画の立案、実施を行った。キャリアパス、人事考課制度の整備は進行中であり、次年度に完成

実施を目指す。 

 

②法人機能の強化 

・法人組織図、委員会等の再編を行っている。 

・業務分掌による役割の明確化が出来ていないため次年度の課題とする。福利厚生の拡充のため、給与

規程の見直し等を行った。今後も働きやすい環境作りのため、情報収集を行う。 

・地域との防災協定、その他連携の強化は前年度同様、進展がなかった。 

 

③経営の安定化 

・新規事業（特別養護老人ホーム藤花・荻川及び荻川ほのぼの保育園）の建設事業については、予算に

近い実施ができたが、今後の経費支出についても十分に検討した上で計上していく。 

・既存事業の月次予算実績管理、分析、評価は検討の余地があり、毎月、管理者レベルの職員による検

討を行っていくことが課題となった。 

 

 

２．法人役員及び評議員等の状況（選任、退任等） 

■理事 

渡辺 九司松 体調不良により辞任 

竹内 正   渡辺氏辞任により選任 

 

■監事 

選任・解任・退任なし 

 

■評議員 

渡辺九司松 体調不良により辞任 

竹内 正  渡辺氏辞任により選任 

なお、社会福祉法改正により、全評議員の任期が平成 29年 3月 31日までとなる。 

 

■評議員選任・解任委員会 

林 正海（はやし社会福祉士事務所所）  師橋 幸枝（法人事務局） 

石山 勝秋（法人監事）         五十嵐 れい子（法人監事） 

上記４名を選任。 

 

 

 



３．法人理事会、評議員会等開催報告 

■理事会 

 開催日 会場 議題 

第１回 平成 28年 

5月 20日 

奥次郎 ○平成 27 年度事業報告・収支報告・監査報告について 

○平成 28 年度事業計画・予算計画について 

○公募事業等の進捗状況について 

第２回 平成 28年 

6月 30日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○荻川福祉複合計画における融資の変更、担保設定の変更に

ついて 

○開発・造成工事の指名競争入札について 

○本体工事の制限付き一般競争入札について 

○入札等の立会者の選定について 

○購入備品等の選定方法について 

第３回 平成 28年 

8月 27日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○「荻川福祉複合施設計画」事業計画及び平成 28 年 7月次経

過報告 

○入札に関する事項について 

○建設請負契約（案）について 

○（仮称）荻川ほのぼの保育園 園長予定者について 

○定款変更について 

○既存施設等の借入について、担保提供について 

○藤の木原デイサービスセンター 認知症対応型通所介護の

休止及び一般型の定員変更について 

第４回 平成 28年 

9月 7日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○開発・造成工事の指名競争入札について 

○本体工事の制限付き一般競争入札について 

○購入備品等の選定方法について 

○「荻川福祉複合施設計画」事業計画及び平成 28 年 7月次経

過報告 

○建設請負契約（案）について 

○（仮称）荻川ほのぼの保育園 園長予定者について 

○藤の木原デイサービスセンター 認知症対応型通所介護の

休止及び一般型の定員変更について 

第５回 平成 28年

9月 23日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○評議員の変更について 

○既存事業の借入先の変更及び基本財産の担保提供について 

○購入備品等の指名競争入札について 

○介護保険事業所における運営規程の変更について 

○（仮称）特別養護老人ホーム藤花・荻川（仮称）荻川ほの

ぼの保育園複合施設新築工事 入札結果及び請負契約につ

いて 

○ほのぼの保育園における ICTを活用した補助事業について 

○社会福祉法人制度改革の概要について 

第６回 平成 28年

12月 16 日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○社会福祉法人藤の木原福祉会 定款変更について 

○評議員選任・解任委員の候補者の決定について 

○評議員選任・解任委員会運営細則（案）の承認について 

○評議員候補者の決定について 

○（仮称）特別養護老人ホーム藤花・荻川（仮称）荻川ほの

ぼの保育園複合施設新築工事の進捗状況について 

○日本財団からの車両助成について 

第７回 平成 29年

3月 15日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○特別養護老人ホーム藤花・荻川、荻川ほのぼの保育園 つ

なぎ融資について 

第８回 平成 29年

3月 25日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○役員報酬規程の改定について 

○就業規則、給与規程の改定について 

○特別養護老人ホーム藤花・荻川及び荻川ほのぼの保育園 

運営規程について 

○平成 29 年度 社会福祉法人藤の木原福祉会 事業計画

（案）予算（案）について 

○平成 28 年度 決算見込み及び補正予算（案）、充実残額の



計算について 

○定款変更について 

○平成 29 年 2月 22 日開催 評議員選任解任委員会の開催報 

 告 

○特別養護老人ホーム藤花・荻川及び荻川ほのぼの保育園 

状況報告 

 

 

■評議員会 

 開催日 会場 議題 

第１回 平成 28年 

5月 20日 

奥次郎 ○平成 27 年度事業報告・収支報告・監査報告について 

○平成 28 年度事業計画・予算計画について 

○公募事業等の進捗状況について 

第２回 平成 28年 

6月 30日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○荻川福祉複合計画における融資の変更、担保設定の変更に

ついて 

○開発・造成工事の指名競争入札について 

○本体工事の制限付き一般競争入札について 

○入札等の立会者の選定について 

○購入備品等の選定方法について 

第３回 平成 28年 

8月 27日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○「荻川福祉複合施設計画」事業計画及び平成 28 年 7月次経

過報告 

○入札に関する事項について 

○建設請負契約（案）について 

○（仮称）荻川ほのぼの保育園 園長予定者について 

○定款変更について 

○既存施設等の借入について、担保提供について 

○藤の木原デイサービスセンター 認知症対応型通所介護の

休止及び一般型の定員変更について 

第５回 平成 28年 

9月 23日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○評議員の変更について 

○既存事業の借入先の変更及び基本財産の担保提供について 

○購入備品等の指名競争入札について 

○介護保険事業所における運営規程の変更について 

○（仮称）特別養護老人ホーム藤花・荻川（仮称）荻川ほの

ぼの保育園複合施設新築工事 入札結果及び請負契約につ

いて 

○ほのぼの保育園における ICTを活用した補助事業について 

○社会福祉法人制度改革の概要について 

第６回 平成 28年 

12月 16 日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○社会福祉法人藤の木原福祉会 定款変更について 

○評議員選任・解任委員の候補者の決定について 

○評議員選任・解任委員会運営細則（案）の承認について 

○評議員候補者の決定について 

○（仮称）特別養護老人ホーム藤花・荻川（仮称）荻川ほの

ぼの保育園複合施設新築工事の進捗状況について 

○日本財団からの車両助成について 

第７回 平成 29年 

3月 15日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○特別養護老人ホーム藤花・荻川、荻川ほのぼの保育園 つ

なぎ融資について 

第８回 平成 29年 

3月 25日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

○役員報酬規程の改定について 

○就業規則、給与規程の改定について 

○特別養護老人ホーム藤花・荻川及び荻川ほのぼの保育園 

運営規程について 

○平成 29 年度 社会福祉法人藤の木原福祉会 事業計画

（案）予算（案）について 

○平成 28 年度 決算見込み及び補正予算（案）、充実残額の

計算について 



○定款変更について 

○平成 29 年 2月 22 日開催 評議員選任解任委員会の開催報 

 告 

○特別養護老人ホーム藤花・荻川及び荻川ほのぼの保育園 

状況報告 

 

 

■評議員選任・解任委員会 

 開催日 会場 議題 

第１回 平成 29年

2月 22日 

藤の木原デイサ

ービスセンター 

社会福祉法人藤の木原福祉会 次期評議員の選任について 

 

 

４．職員人事異動 

平成 28年度内における事業所間の異動実績なし。 

 

 

５．職員配置状況（平成２９年３月３１日現在） 

施設名 

職種 

藤の木原デイ 

サービスセンター 
藤の木の里 

特別養護老人 

ホーム藤花 

特別養護老人ホー

ム藤花・荻川 

施設長 1 名（管理者） 1 名 1 名 名 

介護支援専門員 名 名 1 名 名 

生活相談員 3 名（内 3 名 

介護職員兼務） 

2 名(施設長兼務) 1 名 名 

栄養士 1 名 1 名（4 施設兼務） 1 名 名 

看護職員 2 名 3 名 3 名 名 

機能訓練指導員 2 名（看護職員兼

務） 

2 名（看護職員兼

務） 

2 名（看護職員兼

務） 

 

介護職員 10 名（内 3 名 

相談員兼務） 

14 名(施設長兼務) 26 名 名 

事務員 1 名 1 名（施設長兼務） 名 名 

嘱託医 名 1 名 1 名 名 

その他 3 名（運転員） 名 名 名 

 

施設名 

職種 
ほのぼの保育園 荻川ほのぼの保育園 

園長 １名 名 

保育士 （産休・育休１名） ２０名 

（子育て支援センター担当２名含む） 

名 

事務員 １名 1名 

その他 １名 名 



 ３名 名 

 

 

６．職員入・退職状況 

施設名 

職種 

藤の木原デイ 

サービスセンター 
藤の木の里 

特別養護老人 

ホーム藤花 

特別養護老人ホー

ム藤花・荻川 

入職 介護職員 1名 0名 11名 名 

退職 看護職員 1名 1名 5名 名 

 

施設名 

職種 
ほのぼの保育園 荻川ほのぼの保育園 

入職 １名 名 

退職 １名 名 

 

 

７．新規事業（特別養護老人ホーム藤花・荻川及び荻川ほのぼの保育園）の実施状況 

■建設工事 

①設 計  ㈱創建築設計事務所 

②施 行  秋葉建設興業㈱ 

③工事場所 新潟市秋葉区田島 109番地 

④工事金額 ５７０，７８０，０００円 

⑤工事期間 平成 28年 9月 12日 ～ 平成 29年 3月 21日 

 

■開設状況 

①荻川ほのぼの保育園 平成 29年 4月 1日 認可・開園 

②特別養護老人ホーム藤花・荻川 平成 29年 6月 1日 指定・開設（予定） 

 

■採用状況 

平成 29年度 事業計画参照 

 

■補助事業 

①荻川ほのぼの保育園 

・私立保育園等整備費補助金 107,409千円 平成 29年 5月 25日入金予定 

・防犯対策強化支援事業 336千円 決定 

 

②特別養護老人ホーム藤花・荻川 

・施設整備補助金 143,830千円 内示、実績報告済み 

・開設準備経費補助金 18,009千円 内示、実績報告済み 

 

 



 

 

８．法人本部業務報告 

■重点目標 

①事務 

 事務における様式の整備や事業所ごとの業務内容の統一を図った。今後も組織として一体的な事務

を心がける。 

②人事 

 職員育成のため、研修委員会による内部研修を実施した。継続的に実施し、研修内容の質の向上に

も努めたい。求人募集は各施設において活動していたが、法人として募集活動を行うよう変更してい

る。今後も組織的に取り組んでいく。 

③広報 

 法人ホームページの更新を年度内に完成する予定であったが、継続中となっている。 

 

 

 

  



９．事業所ごとの業務報告 

事業所名：藤の木原デイサービスセンター 

事業内容：一般型（介護予防）通所介護 通常規模型（1月当たりの平均延べ利用者数≦750人） 

     サービス提供時間：9：00～16：00（7時間以上 9時間未満） 

     サービス提供日：月～土（日曜、1月 1日・2日を除く日） 

定  員： 1日 30名 

＊平成 28年 10月 1日より、認知症対応型（介護予防）通所介護事業を休止し、定員を 38名から 30名

に変更。（介護報酬算定区分を通常規模型に合わせるため） 

稼働実績（平成 28年度 運営日数 312日） 

要介護度 年間延べ利用者数 年間延べ利用者数 計 稼働率（年度） 

要支援１ 212名  

 

 

8,148名 

 

 

 

87.05％ 

要支援２ 742名 

要介護１ 1,799名 

要介護２ 2,200名 

要介護３ 2,145名 

要介護４ 717名 

要介護５ 333名 

 

重点目標の総括 

 ＜平成 28年度 活動目標＞ 

①「一日楽しく過ごしていただき、笑顔あふれる明るい施設を目指します。」 

 ・ご利用者様と目線を合わせてお話をする。 

 ・ボランティアの行事を増やす。 

②「生活意欲が高まるよう、ケアの質を高め、信頼される施設を目指します。」 

 ・施設内外の研修に参加する。 

 ・ご利用者様のことをよく理解する。 

 ・職員同士、情報の共有を徹底する。 

③清潔感あふれる環境づくりをし、ご利用者様が快適に過ごして頂ける施設を目指します。 

 ・季節感のある飾り付けをする。（ご利用者様の目線に合わせた高さで、床から 110㎝に飾る） 

 

◎次年度への課題 

 ・ご利用者様を理解するためにもう少し余裕をもって、ゆっくり話す時間が必要と考える。 

 ・年次目標については次年度も継続し、さらに十分な達成状況が得られるよう活動していく。 

 

年間活動報告（会議、行事等）・年間研修計画 

別紙参照 

 

内部委員会活動報告 

別紙参照 

 



事業所名：藤の木の里 

事業内容：（介護予防）短期入所生活介護 

定 員 ：  ２５名 

稼働実績 

要介護度 年間延べ利用者数 年間延べ利用者数 計 稼働率（年度） 

要支援１ 0名  

 

 

9118名 

 

 

 

99.9％ 

要支援２ 77名 

要介護１ 646名 

要介護２ 1719名 

要介護３ 2828名 

要介護４ 2833名 

要介護５ 1015名 

 

重点目標の総括 

 近隣施設や大型病院が開設される中、他施設との差別化を図る事で高いベッド稼動を達成することが

出来た。この要因として、利用時間短くなっても良いから藤の木を利用したいと思って利用して下さる

方、勧めてくださるケアマネージャーの存在が大きい。こういった状況は利用者様にとって好ましい状

態ではないが、そんな中でも満足して頂けるよう職員一人ひとりの質、藤の木の里のサービスの質の向

上は今後の目標として取り組むべき課題と言える。 

 

 

 

年間活動報告（会議、行事等）・年間研修報告 

別紙参照（研修についてはデイサービスと合同） 

 

 

 

 

 

 

  



事業所名：特別養護老人ホーム藤花 

事業内容：地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

稼働実績（定員：２９名） 

要介護度 年間延べ利用者数 年間延べ利用者数 計 稼働率（年度） 

要支援１ 名  

 

 

10,422名 

 

 

 

98.5％ 

要支援２ 名 

要介護１ 名 

要介護２ 275名 

要介護３ 3,530名 

要介護４ 5,106名 

要介護５ 1,511名 

 

事業所名：ショートステイ藤花 

事業内容：（介護予防）短期入所生活介護 

稼働実績（定員：１０名） 

要介護度 年間延べ利用者数 年間延べ利用者数 計 稼働率（年度） 

要支援１ 3名  

 

 

3270名 

 

 

 

89.6％ 

要支援２ 6名 

要介護１ 263名 

要介護２ 795名 

要介護３ 1375名 

要介護４ 713名 

要介護５ 115名 

 

重点目標の総括 

①サービス向上への取り組み 

・個別ケアの実践のため、２４時間シートを作成したが、活用は今後の課題となった。 

・入居者・家族アンケート、職員アンケート、実習生へのアンケートを実施した。見学者や地域住民の

アンケートは実施できなかったため、次年度に繰り越したい。 

②職員の資質の向上 

・年間研修計画に基づき内部研修を実施したが、外部研修への参加は減少してしまった。 

③地域社会との連携 

・美幸町町内会長との意見交換は行ったが、町内会との連携は図れていない。 

・秋葉区ボランティアセンターと連携し、地域住民の方々にボランティアに来ていただいた。機会を増

やしていけるよう検討したい。 

 

年間活動報告（会議、行事等）・年間研修報告 

別紙参照 

 

  



事業所名：ほのぼの保育園  

事業内容：保育園・子育て支援センター 

定 員 ：７０名 

保育実施児童数（平成２９年３月３１日現在） 

年齢 標準時間 短時間 

０歳児 ９名 ２名 

１歳児 １１名 １名 

２歳児 １１名 ５名 

３歳児 １３名 ３名 

４歳児 １５名 ２名 

５歳児 １２名 ２名 

 

重点目標 

・日頃より保護者さんとコミュニケーションを取るように心掛け、ともに子育てをおこなって行く。 

・ヒヤリハットを活用し、事故・けが等には十分注意するとともに、発生時には職員間で周知する。 

 

年間活動報告（会議、行事等）・年間研修報告 

別紙参照 

 

 

事業所名：ほのぼの保育園 ぴよぴよの会 

事業内容：子育て支援センター 

年間利用者数 

子ども 大人 

2,721   名 2,266   名 

  

 

 

重点目標 

子育て家庭に対し,遊びの場を提供し、育児相談など様々な育児支援を行う 

 

年間活動報告（会議、行事等）・年間研修報告 

別紙参照 

 

 


