
0 平成２９年度 古平福祉会 (本部) 事業報告   
（事業実施経過） 

当法人は、平成１２年度からの社会福祉基礎構造改革の流れをひとつの分岐点とし、高齢

になった知的障害者の地域生活継続と在宅介護支援強化の為、まず介護保険法による事業者

指定に着手する。更に平成１８年１０月１日、「障害者自立支援法」(現:「障害者総合支援法」)

による事業所として早期に新体系へ完全移行し、「障害」・「高齢」・「児童」等への総合的なサ

ービスを、それぞれの分野で横断的な対応を地域の中で機能(事業)整備を行い、当会独自の地

域包的な実践をスピード感をもって進めてきました。 
平成２５年度 「きょうどう」施設の老朽化と利用者の高齢化対策の計画を立てる。 

平成２６年度 

共生型複合施設「ほほえみくらす」全体の指定管理を受けて、新たな事

業展開をスタートさせた。また、保護者から親亡き後の不安等から強い

要望があり、法律関係者の協力の下利用者の権利擁護として法人後見に

よる「れい明の里権利擁護、任意後見センター」を設置する。 

平成２７年度 

高齢者のニーズに答えるべく「いきいき生活支援センター風花」内、高

齢者共同生活住居（朝凪）２Ｆ部分を１Ｆ（夕凪）同様の認知症グルー

プホーム(２ユニット目)への事業変更と、(社)清水基金助成によるグルー

プホーム「よつば寮」・「はぎの家」と(公益財団)中央競馬馬主社会福祉財

団によるグループホーム「みずき寮」の衛生環境整備工事を実施した。

平成２８年度 

①障害者総合支援法施行３年後の見直し(改正案)で議論された「共生型サ

ービス」創設にあたり、介護保険制度と障害福祉サービスの適用関係に

ついて、②まず障害者固有のニーズを古平町と協議し一定の理解を得る。

地域の公益的な取組みとして③「旧書店(カクサン)」のシャッターを開け、

各種バス等の待合所・休憩場所等としてスタートさせました。又地域生

活者の高齢化・重症化対応として、既存の各グループホームの改修と日

中支援の強化を実施し、④特に増員を図った「きょうどう」の生活介護

事業の加齢に伴う適切な事業と個別対応の充実のため「きょうどう農場」

(旧古平牧場)畜舎等の改修に併せて休憩舎、クリーニング作業棟新築工事

を完了させた。一方、⑤社会福祉法人制度改革による法人の体制整備に

ついては、まず評議員選任・解任委員会を設置し、新評議員を選任(定員

７名)。評議員会で新理事・監事を選任し、理事会で業務執行理事(専務理

事・常務理事)の互選。各役員会等を経て、平成２８年度１２月２９日制

度改革に伴う定款変更認可申請(新定款)し、平成２９年３月２５日認可書

を受理した。 
 



 

「平成２９年度 法人(本部)事業報告」 

 

社会福祉法人制度が社会福祉事業法成立(Ｓ２６年)された以来の抜本的な「社会福祉法改

正案における法人改革」が示されました。様々な社会的・政策的変動を経て提供する福祉

サービスの在り方や事業環境が大きく変化し、社会福祉法人制度を設立当初のままでは制

度を確立していくことが難しい状況となり改革内容を次の 

「①経営組織のガバナンスの強化」 

「②事業運営の透明性の向上」 

「③財務規律の強化」 

「④地域における公益的な取組みを実施する責務」 

「⑤行政の関与の在り方」 

の５本の柱を立てています。 

平成２９年度は標記改革内容を踏まえ改定された新定款の下、社会福祉法人の在り方につ

いて経営組織のガバナンス強化(内部統治、理事会・評議員会役員等の役割・権限・責任の

明確化、会計監査人導入の準備)を図る。さらには「コンプライアンス(法令順守等)・職員

教育」、「財務規則の強化」(内部留保の明確化・透明性の確保・社会福祉事業への再投下)

等を主体に「公益性・非営利性」を徹底し、地域福祉の中核的な担い手として当会が従前

より進めてきた「地域貢献」に重点をおき、さらなる各事業所間の一体化(連携)強化を行い

対象利用者の環境整備を推進し、併せて当会利用者や住民の安全確保の一環として先に締

結した古平町との災害時等における施設利用及び協力に関する協定の充実を図り、従来の

「相互扶助」の実践を地域住民の実情に合った総合的なサービスを創造し、地域共生社会

実現のため「児童から高齢者」への更なる地域での支え合い体制の構築に年次計画(H29年

度、H30年度)を立てる。 

その実施にあたり、①「みっくすベジタ」施設整備と申請が不採用となったが自己資金(借

入含)により改修計画を進め、当会利用者の「食の安心・安全」を優先し、従事者(所員)の

処遇改善を行うと共に古平町との災害時等協定「炊出し支援施設」の充実と「住まいの安

心・安全」の確保のため②ＧＨ等スプリンクラー設置計画も図る。(平成３０年度実施に向

けて) 又、スタートした③「元気の交差店 まち愛」の機能の充実のため新定款の下設置し

た「法人本部の従たる事務所(分室)」を社会福祉法人に求められる「情報公開」の場とし又

「待合所」・「喫茶、販売コーナー」・「集う場所」・「休憩所」等として活用していた

だき「高齢・障害・児童等の分野横断的な対応を実施し地域で支え合う関係づくり」に努

める。 



 

             平成２９年度 本部事業実施報告書 
１．理事会開催（１０回） 
平２９. ５. ９ 平成２９年度 第１回(２３７回)  

 場 所 午後２時００分～同５時３０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全５件 （全議案承認） 

平２９. ５.３０ 平成２９年度 第２回(２３８回)  

 場 所 午後２時００分～同５時３０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全７件 （全議案承認） 

平２９. ６.１４ 平成２９年度 第３回(２３９回)  

 場 所 午後４時３０分～同５時３０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全３件 （全議案承認） 

平２９. ８. １ 平成２９年度 第４回(２４０回)  

 場 所 午後２時００分～同４時００分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全４件 （全議案承認） 

平２９. ８.２８ 平成２９年度 第５回(２４１回)  

 場 所 午後２時００分～同４時２０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全６件 （全議案承認） 

平２９.１０.３１ 平成２９年度 第６回(２４２回)  

 場 所 午後２時００分～同４時４０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全７件 （全議案承認） 

平２９.１１. ７ 平成２９年度 第７回(２４３回)  

 場 所 午後３時００分～同５時４０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全２件 （全議案承認） 



 

 

 

平２９.１２.２２ 平成２９年度 第８回(２４４回)  

 場 所 午後２時００分～同４時３０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全４件 （全議案承認） 

平３０. ２.２０ 平成２９年度 第９回(２４５回)  

 場 所 午後２時００分～同４時００分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全３件 （全議案承認） 

平３０. ３.２３ 平成２９年度 第１０回(２４６回)  

 場 所 午後２時００分～同４時１５分 法人本部棟会議室 

 出席者 理 事 ６名、監 事 ３名 

 議 長 理事長 木村 輔宏 

 署名人 理事長 木村輔宏 監事 大澤良一・同 村田 博・同 八戸幸治 

 承認議案 全８件 （全議案承認） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

２．評議員会開催（６回） 
平２９. ６.１４ 平成２９年度 第１回(７１回 )  

 場 所 午前９時３０分～同１２時１０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理事長・専務理事・常務理事・事務局長・監事(代表)１名・事務局理事２名

 評議員 ７名(欠席０名) 

 議 長 吉野浩次 

 署名人 白川浩一・本間利和子  

 同意議案 全１０件 （全議案同意） 

平２９. ９. ４ 平成２９年度 第２回(７２回 )  

 場 所 午後 1 時３０分～同 4 時 0０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理事長・専務理事・常務理事・事務局長・監事(代表)１名・事務局理事２名

 評議員 ６名(欠席１名) 

 議 長 加我孝芳 

 署名人 本間良子・渡辺周吾 

 同意議案 全６件 （全議案同意） 

平２９.１１. ６ 平成２９年度 第３回(７３回 )  

 場 所 午後 1 時３０分～同３時３０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理事長・専務理事・常務理事・事務局長・監事(代表)１名・事務局理事２名

 評議員 ７名(欠席０名) 

 議 長 白川浩一 

 署名人 吉野浩次・笠井隆義 

 同意議案 全７件 （全議案同意） 

平３０. １.１２ 平成２９年度 第４回(７４回 )  

 場 所 午後 1 時３０分～同３時３０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理事長・専務理事・常務理事・事務局長・監事(代表)１名・事務局理事２名

 評議員 ６名(欠席１名) 

 議 長 本間良子 

 署名人 加我孝芳・本間利和子 

 同意議案 全４件 （全議案同意） 

平３０. ２.２６ 平成２９年度 第５回(７５回 )  

 場 所 午後 1 時３０分～同３時３０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理事長・専務理事・常務理事・事務局長・監事(代表)１名・事務局理事２名

 評議員 ６名(欠席１名) 

 議 長 吉野浩次 

 署名人 笠井隆義・本間良子 

 同意議案 全３件 （全議案同意） 

平３０. ３.２６ 平成２９年度 第６回(７６回 )  

 場 所 午後 1 時３０分～同３時４０分 法人本部棟会議室 

 出席者 理事長・専務理事・常務理事・事務局長・監事(代表)１名・事務局理事２名

 評議員 ５名(欠席２名) 

 議 長 加我孝芳 

 署名人 吉野浩次・白川浩一 

 同意議案 全８件 （全議案同意） 

 



 

３．①監 査 平成２９年度（法人監事）（６回） 
平２９. ５.２６ 平成２９年度 第１回 法人監事監査 

場  所 午前１０時～午後４時００分 法人本部棟会議室 

出 席 者 監事 大澤良一・村田 博・八戸幸治・加我孝芳(引継ぎの為出席) 

     法人各会計担当者５名 

立会理事 木村理事長・辻田常務理事 

監査事項 平成２８年度決算事項、他利用者処遇関係 

平２９. ７.２６ 平成２９年度 第２回 法人監事監査 

場  所 午前１０時～午後４時３０分 法人本部棟会議室 

出 席 者 監事 大澤良一・村田 博・八戸幸治・菊地専務理事・法人事務局長 

     法人各会計担当者５名 

立会理事 木村理事長・辻田常務理事 

監査事項 定例監査(会計４月分)、他利用者処遇関係 

平２９.１０. ２ 平成２９年度 第３回 法人監事監査 

場  所 午前１０時～午後３時３０分 法人本部棟会議室 

出 席 者 監事 大澤良一・村田 博・八戸幸治・菊地専務理事・法人事務局長 

     法人各会計担当者５名 

立会理事 木村理事長・辻田常務理事 

監査事項 定例監査(会計５・６月分)、他利用者処遇関係 

平２９.１１.２７ 平成２９年度 第４回 法人監事監査 

場  所 午前１０時～午後３時１０分 法人本部棟会議室 

出 席 者 監事 大澤良一・村田 博・八戸幸治・菊地専務理事・法人事務局長 

     法人各会計担当者５名 

立会理事 木村理事長・辻田常務理事 

監査事項 定例監査(会計７・８月分)、他利用者処遇関係 

平３０. １.２９ 平成２９年度 第５回 法人監事監査 

場  所 午前１０時～午後３時４０分 法人本部棟会議室 

出 席 者 監事 大澤良一・村田 博・八戸幸治・菊地専務理事・法人事務局長 

     法人各会計担当者５名 

立会理事 木村理事長・辻田常務理事 

監査事項 定例監査（会計９・１０月分）利用者処遇関係 

平３０. ３.２２ 平成２９年度 第６回 法人監事監査 

場  所 午前１０時～午後３時００分 法人本部棟会議室 

出 席 者 監事 大澤良一・村田 博・八戸幸治・菊地専務理事・法人事務局長 

     法人各会計担当者５名 

立会理事 木村理事長・辻田常務理事 

監査事項 定例監査（会計１１・１２月分）利用者処遇関係 

 



 

②監 査 平成２９年度（委託会計事務所）（７回） 

平２９. ４.２７ 平成２９年度 第１回 戸井会計事務所監査 
場  所 午前１０時４０分～午後１２時００分 法人本部棟会議室 
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり 

法人各会計担当者５名 
立会理事 辻田常務理事 
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、利用者預り金 

証憑類他 
平２９. ５.１２ 平成２９年度 第２回 戸井会計事務所監査 

場  所 午前１１時００分～午後２時３０分 法人本部棟会議室 
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり 

法人各会計担当者６名 
立会理事 辻田常務理事 
監査事項 一般監査、決算監査(消費税関係)、仕訳日記帳、小口現金、利用者預り金 

寄付金台帳 
平２９.１１.１７ 平成２９年度 第３回 戸井会計事務所監査 

場  所 午前１０時１５分～午後１２時００分 法人本部棟会議室 
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長 

法人各会計担当者５名 
立会理事 菊地専務理事 
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、利用者預り金 

証憑類他 
平２９.１２.１１ 平成２９年度 第４回 戸井会計事務所監査 

場  所 午前１０時３０分～午後１２時００分 法人本部棟会議室 
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長 

法人各会計担当者４名 
立会理事 菊地専務理事 
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、利用者預り金 

証憑類他 
平３０. １.１５ 平成２９年度 第５回 戸井会計事務所監査 

場  所 午前１０時３０分～午後１２時００分 法人本部棟会議室 
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長 

法人各会計担当者５名 
立会理事 菊地専務理事 
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、利用者預り金 

証憑類他 
平３０. ２.１４ 平成２９年度 第６回 戸井会計事務所監査 

場  所 午前１０時１５分～午前１１時３０分 法人本部棟会議室 
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長 

法人各会計担当者５名 
立会理事 菊地専務理事 
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、利用者預り金 

証憑類他 
平３０. ３.１９ 平成２９年度 第７回 戸井会計事務所監査 

場  所 午前１０時２０分～午前１１時３０分 法人本部棟会議室 
出 席 者 戸井会計事務所 安部正昭・蘇武啓子・三戸部かおり・法人事務局長 

法人各会計担当者５名 
立会理事 菊地専務理事 
監査事項 一般監査、試算表、仕訳日記帳、小口現金、寄付金台帳、利用者預り金 

証憑類他 
 

 

 



③道による実地指導監査 平成２９年度（実地指導２回、集団指導２階、書面１回） 

平２９. ９.１４ 
平成２９年度 指定障害福祉サービス事業者等 

集団指導説明会出席(後志総合振興局講堂 午前９時～) 

平２９. ９.１４ 
平成２９年度 介護保険施設等事業者 

集団指導説明会出席(後志総合振興局講堂)  

平２９.１０. ６ 
平成２９年度 地域密着型サービス事業所実地指導監査実施(午後１時 30 分～) 

(サービス)(介護予防)認知症対応型共同生活介護(事業所名)「夕凪」 

平２９.１０. ６ 

平成２９年度 地域密着型サービス事業所実地指導監査実施 

(午前１０時０0 分～１２:００) 

(サービス)(介護予防)認知症対応型共同生活介護(事業所名)「のどか」 

平３０. １.１８ 

平成２９年度 社会福祉施設等指導監査(午後１２時 30 分～１５時３０分) 

「社会福祉法人・社会福祉施設運営調書」書面による監査 

(事業所名)「みっくすベジタ」・「共働の家」・「きょうどう」・「地域生活支援センターつどい」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．社会福祉事業変更及び定款変更届（認可申請）法務局登記 等 

（事業変更届・指定申請）※障害福祉分 

平 2９. ４.２１ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度 (４月１日付)各事業所介護職員処遇改善加算に関する届出 

・「共働の家」(生活介護・短期入所・施設入所支援) 

・「若者宿」(共同生活援助) 

・「きょうどう」(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活介護) 

・「みっくすベジタ」(就労継続支援Ｂ型) 

・「いこいの家」(短期入所) 

・「ぷらっとほーむ」(短期入所) 

・「微・助っ人」(一般相談支援) 

・「児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」(児童発達・放課後デイ・保育所等訪問)

平 2９. ４.２８ 

 

 

 

 

（平成２９年度 前期分） 

平成２９年度 延長加算体制届出 

「児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」(児童発達支援・放課後等デイサービス) 

サービス提供時間    午前８:３０～午後４:３０ 

サービス利用時間(延長) 午前８:２０～午後６:００( 内 ) 

平 2９.１１.１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成２９年度(１１月１日付)障害福祉サービス事業所「いこいの家」事業変更届 

 運営規程の変更(居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護) 

平３０. １.１０ 

 

 

 

 

 

 

 

(平成３０.４.１付) 

「児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」(児童発達・放課後デイ・保育所等訪問) 

「障害児(通所)支援指定申請(更新) 

期間・平成３０年４月１日～平成３６年３月３１日 

併せて運営規程の変更(H30.11.1 付) 

 

平３０. ３. １ 

 

 

 

 

 

 

(平成３０.３.１付) 

「児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」(児童発達・放課後デイ・保育所等訪問) 

 事業変更届(運営規程の変更) 

 

 
変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 

管理者        １名 斉藤 治 １名(常勤専従) 斉藤 治 １名(常勤兼務) 
サービス管理責任者 ２名

 
従業者 

斉藤 治 １名(非常勤専従) 
三上京子 １名(常勤専従) 

１４名 
(常勤専従   １名) 
(非常勤専従 １３名) 

斉藤 治 １名(非常勤兼務) 
三上京子 １名(常勤専従) 

１１名 
(非常勤専従 １１名) 

 

 
変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 

協 力 医 療 機 関 
小樽掖済会病院 

古平診療所 

医療法人恵尚会 
古平診療所 

海のまちクリニック 

 
変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 

指導員又は保育士 
４名 

(常勤２名 非常勤２名) 

６名 
常勤専従１名・常勤兼務２名  

非常勤専従１名・非常勤兼務２名 

 



平３０. ３. ８ 

 

 

 

(平成３０.４.１付) 

「微・助っ人」・「児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ」 

 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定申請(更新)～古平町 

 期間 平成３０年４月１日～平成３６年３月３１日 

 

平３０. ３. ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成３０.４.１付) 

「若者宿」(介護サービス包括型)事業変更届 

 (利用定員減と従業員数等)運営規程の変更 

 

 

平３０. ３.２３ 

 

 

(平成３０.５.１付) 

「きょうどう」(就労定着支援事業)と「若者宿」(自立生活援助事業)の新規サービス 

指定申請 

  

平３０. ４.１０ 

 

 

 

 

 

 

 

(平成３０.４.１付) 

「微・助っ人」(一般指定相談支援事業)と「ぷらっとほーむ」(指定短期入所支援事業)

の管理者と運営規程の変更 

  

 

平３０. ４.１３ 

 

 

 

平成３０年度各事業所介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書類の提出 

①共働の家(生活介護・短期入所・施設入所支援) 

②若者宿(共同生活援助) 

③きょうどう(就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活介護・就労定着支援) 

④みっくすベジタ(就労継続支援Ｂ型) 

⑤地域生活総合支援センターいこいの家(短期入所) 

⑥ぷらっとほーむ(短期入所) 

⑦微・助っ人(一般相談支援) 

⑧児童デイ多機能型事業所ひまわりくらぶ(児童発達支援・放課後等デイ・保育所等訪問) 

 

 

 

 
変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 

利用定員等 ３４ケ所(２４１名) ３３ケ所(２３８名) 

サービス管理責任者 
８名 

常勤兼務７名・非常勤兼務１名

８名 
常勤兼務５名・非常勤兼務３名

世話人 
５６名 

常勤専従１０名・常勤兼務９名 
非常勤専従３４名・非常勤兼務３名

５３名 
常勤専従１１名・常勤兼務７名 

非常勤専従３２名・非常勤兼務３名

生活支援員 
２８名 

常勤専従６名・常勤兼務５名 
非常勤専従１４名・非常勤兼務３名

３６名 
常勤専従５名・常勤兼務７名 

非常勤専従２１名・非常勤兼務３名

 
※「あさひ寮」閉所 (平成 ６年７月１日－ 生活寮として開所) 

(平成１９年４月１日－ ＧＨとして新規指定) 

 
変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 

微・助っ人 管理者 青柳 修平 森谷 ゆかり 

相談支援専門員 
７名 

非常勤専従６名・非常勤兼務１名

８名 
非常勤専従７名・非常勤兼務１名

ぷらっとほーむ 
 管理者 

青柳 修平 木村 麻由実 



４．社会福祉事業変更及び定款変更届（認可申請）法務局登記 等 

（事業変更届・指定申請）※介護保険分 

平 2９. ４. ８ 

 

(平２９．４．１) 

老人デイサービスセンター等事業変更届出 

「デイサービスセンターのどか」運営規程棟変更 

 

 

 

 

 

 

「グッドケア」地域密着型通所介護及び第一号通所事業(介護予防通所介護相当 

サービス)運営規程の変更 

 

 

 

 

「セルフケア」地域密着型通所介護及び第一号通所事業(介護予防通所介護相当 

サービス)運営規程の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 2９. ４. ８ 

 

(平２９．４．１) 

老人居宅生活支援事業変更届出 

「グッドケア」(訪問介護及び) 第一号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス) 

 

 

 

 

「夕凪」(認知症対応型共同生活介護及び予防認知症対応型共同生活介護)運営規程の変更 

 

 

 

 

 

変更項目 変更前 変更後 

生活相談員 西村 豪 斉藤 亮 

介護職員 ４名 
(常勤２名・非常勤２名) 

３名 
(常勤２名・非常勤１名) 

変更項目 変更前 変更後 

介護サービス名 介護予防通所介護 
第一号通所事業(介護予防

通所介護相当サービス 

変更項目 変更前 変更後 

介護サービス名 介護予防通所介護 
第一号通所事業(介護予防通

所介護相当サービス 

機能訓練指導員 

４名 
(常勤:作業療法士１名 
非常勤兼務:看護師１名 

不定期:看護師２名) 

６名 
(常勤:作業療法士１名 

非常勤兼務・看護師１名 
不定期:看護師２名) 

非常勤専従:理学療法士１名

非常勤専従:看護師、健康運

動指導士１名 

変更項目 変更前 変更後 

介護サービス名 介護予防訪問介護 
第一号訪問事業(介護予防

訪問介護相当サービス 

変更項目 変更前 変更後 

介護職員 １８名 
(常勤７名・非常勤１１名)

２０名 
(常勤５名・非常勤１５名)



平 2９. ４. ８ 

 

(平２９．４．１付) 

※「デイサービスセンターのどか」(認知症対応型通所介護) 

 「グッドケア」(訪問・訪問入浴・居宅介護支援) 

「セルフケア」(地域密着型通所介護) 

「グッドケア」(地域密着型通所介護)の役員等の変更届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 2９. ４.２６ 

 

(平２９．４．１付) 

介護保険施設等現況報告書提出 

・「グッドケア」(訪問介護・介護予防訪問介護) 

・「グッドケア」(訪問入浴・介護予防訪問入浴) 

・「グッドケア」(居宅介護支援) 

 

平 2９. ８. ２ 

 

 

(平２９．８．１付) 

居宅介護支援事業所の変更届出 

「グッドケア」(居宅介護支援)運営規程の変更 

 

 

 

 

 

平 2９.１２. ８ 

 

 

(平２９．１２．１付) 

老人デイサービスセンター等事業変更届出 

「セルフケア」(地域密着型通所介護及び第一号通所介護(介護予防通所介護相当サービス)) 

運営規程の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更項目 変更前 変更後 

理  事 

７名 
木村輔宏 
吉野浩次 

辻田十三夫 
丹後藤雄 
笠井隆義 
菊地修二 
辻田研也 

６名 
木村輔宏 

辻田十三夫 
丹後藤雄 
菊地修二 
辻田研也 
青柳修平 

監  事 

３名 
大澤良一 
村田 博 
加我孝芳 

３名 
大澤良一 
村田 博 
八戸幸治 

変更項目 変更前 変更後 

営業日 
１２月３０日から 

１月５日までを除く 
１２月３０日から 

１月３日までを除く 

変更項目 変更前 変更後 

介護職員 
３名 

常勤専従１名 
非常勤兼務２名 

４名 
常勤専従１名 

非常勤専従１名 
非常勤兼務２名 

介護サービスの請求 
サービス提供体制 

強化加算－Ⅰ 
サービス提供体制 

強化加算－Ⅱ 



平３０. ２.２１ 

 

 

(平３０．４．１付) 

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定申請と総合事業費算定に係る体制

等に関する届出。「グッドケア」(介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護

相当サービス)。「セルフケア」(介護予防通所介護相当サービス)。(有効期限 平成３０

年４月１日～平成３６年３月３１日) 

 

 

平３０. ３.１３ 

 

 

(平成２９年度後期) 

「グッドケア」(居宅介護支援事業所)集中減算届出。 

「グットケア」(訪問)、「セルフケア」(通所)、「元気プラザ」(ショートステイ)、「ひろ

し家具」(福祉用具貸与)、「フレピラ」(ショートステイ)、「のどか」(認知症デイ)利用

の特定事業所集中減算届出書提出。 

 

 

平３０. ４. ２ 

 

 

(平３０．４．１付) 

老人デイサービスセンター等事業変更届出 

「セルフケア」地域密着型通所介護及び第一号通所介護(介護予防通所介護相当サービス)

運営規程の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更項目 変更前 変更後 

営業時間 
(午前コース)  9:00～12:15

(午後コース) 13:30～16:45

(午前コース)  9:00～12:05

(午後コース) 13:30～16:35



５．社会福祉事業変更及び定款変更届（認可申請）法務局登記 等 
（定款変更申請関係） 

平 2９.１２.１８ 

 

新定款第５章相談役及び顧問の制定 

 

 

 

 

 

※以下変更前の定款及び条数のみ１位づつ繰り下げる。 

※変更後の条文 

 

第五章 相談役及び顧問 

(相談役等) 

 第二十四条 この法人に相談役及び顧問(以下、「相談役等」という。)を置くことが

できる。 

２ 相談役等は、法人経営と事業推進に大きな功績を上げた役員等、或いは秀でた

実績等を上げた管理職経験者の中から一定基準において委嘱し、法人経営の重要

な場面等に参考意見を求めたり、事業現場への助言や指導等を行う役割を担う。

３ 相談役等の選任や解任、任務の内容、人数及び待遇等に関する規程は評議員会

で別に定める。 

 

平 2９.１２.２９ 

 
社会福祉法人改革に伴う定款申請 (H30.3.25 認可) 

 
６．社会福祉事業変更及び定款変更届（認可申請）法務局登記 等 
（登記関係） 

平２９. ６.２６ 

 

平成２９年度 社会福祉法人古平福祉会資産の総額変更登記 

                   ・・・・金 １,９２０,５５３,３６９円 

 

平２９. ７.１８ 

 

(有)古平牧場下記所有の土地(古平福祉会隣接等周辺(元)牧場豚舎跡地)買収による所有

権移転登記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更項目 変更前 変更後 

理事会 第五章 第六章 

相談役及び顧問 ——— 第五章 

物件目録 
 

所在地 地 目 地 積 

古平郡古平町大字歌棄町２０４番地１ 山林 ３１,425 ㎡

古平郡古平町大字歌棄町２０４番地２ 山林 １３,224 ㎡

古平郡古平町大字歌棄町２０４番地１０ 山林 ３,724 ㎡

古平郡古平町大字歌棄町２０４番地１２ 山林 ２,731 ㎡

古平郡古平町大字歌棄町２０４番地１３ 山林 １４,593 ㎡

古平郡古平町大字歌棄町２０４番地２９ 山林 ９,498 ㎡

合  計  ７５,194 ㎡

 



７．監理業務他委託業務契約締結(更新) 

平 2９. ３.２８ 
日立キャピタルＢＬ(株)と各施設関係の空気清浄機設置のリース契約を締結。 

(更新５年リース) 

平 2９. ４. １ イナホ観光(株)と自動車通勤者輸送業務委託契約書を締結(Ｈ２９年度分) 

平 2９. ４. １ （有）エイ・ワンと各施設の防火設備保守点検契約書を締結。(更新)(Ｈ２９年度分) 

平 2９. ４. １ 
医療法人社団修徳会林病院と障害者支援施設、障害福祉サービス事業他自主事業利用

者及び職員に対する「嘱託医療機関委託契約書」締結。(H2９年度分) 

平 2９. ４. １ 
積丹町と介護保険事業作業療法士派遣による「委託業務契約書」を締結。(更新) 

(Ｈ２９年度分) 

平 2９. ６. ２ 
(株)アースビルドと「みっくすベジタ第３次法面崩落防止石積擁壁新設工事」と障害者

グループホーム「かえで寮」簡易水洗便器取替工事契約書を締結。 

平 2９. ６.１５ (有)古平牧場と当会所有地に隣接する土地の土地売買(収得)契約書を締結。 

平 2９. ９.２２ 
平成２９年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金による障害福祉サービス

事業所「かしわ寮」トイレ改修工事の施工業者(有)苗代澤建設と工事契約書を締結。 

平 2９.１２.２５ 
千歳林業(株)と平成３０年度からの歌棄町地区駐車場用途の土地借用継続について借

用地の拡大と併せて賃貸料の増額内容の賃貸借契約書を締結。 

平３０. １.２２ 
(株)福津組と障害福祉サービス事業所「みっくすベジタ本館改修工事(含)付属作業棟新

築工事」契約書を締結。 

平３０. ３. １ 

古平町と旧北海信用金庫入船支店、現在古平町所有財産について「みっくすベジタ改

修工事」中の利用者活動の代替施設として「賃貸借契約書」を締結。 

(H30 年 3 月分、H31 年度分は、改めて契約予定) 

平３０. ３.１６ 
古平町と町道歌棄稲荷沢線、占有物件ＧＨの道路及び車庫、物置借用契約書を締結。

(更新Ｈ３０.４.１～Ｈ３５.３.３１) 

平３０. ３.２６ イナホ観光(株)と自動車通勤者輸送業務委託契約書を締結(Ｈ３０年度分) 

平３０. ３.２９ 
医療法人恵尚会(担当医「海のまちクリニック」竹下浩医師)と安全衛生管理委員会設置

の産業医契約書を締結。(新設) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



８．役員等研修 
平成２９年度 年間役員研修計画及び実績 

日   時 研修会名 場   所 役員名（予定） 参加者(実績) 
平成２９年４月 北海道共生ケアネットワー

ク研修。 
テーマ「共生型サービスの実

践」(富山型デイサービス) 

江別市 菊地理事(事務局長) 
辻田理事 

H29.４.２２ 

菊地理事 

いこいの家管理者 

斉藤 治 

平成２９年５月 全道施設長セミナー 
行政説明、講演「人材育成

と魅力ある職場作り」 

札幌市 
 
 

菊地理事(事務局長) 
辻田理事 
青柳理事 

H2９.5.24～25 

左同 

北後志地域自立支援協議会

（全体会議） 
 

余市町 菊地理事 
(事務局長) 

H29.5.26 

左同 

平成２９年６月 れい明の里職親会総会 
障害者雇用長期勤続表彰と

入社激励会 

古平町 木村理事長 
丹後理事・吉野評

議員・辻田理事 
笠井評議員・菊地専

務理事・青柳理事 
大澤・村田・八戸監事 

H29.6.19 

左同他 

 

平成２９年７月 全国施設長会議 
「新たな障がい福祉施策

への対応」行政説明 
講演「真の共生社会とは」

東京都 
 

加我評議員 
菊地専務理事 
辻田常務理事 
青柳理事 
 

H2９.７.４～５ 

左同 

他各事業所管理者(４名)

平成２９年８月 後志総合振興局行政職員

との交流研修。 
テーマ「社会福祉事業所の

現状について」(視察他) 

古平町 菊地専務理事 
辻田常務理事 
青柳理事 
上野事務局長 
 

H2９.８.２ 

左同 

他各事業所管理者(３名)

法人内防犯(訓練)研修 

テーマ「防犯に対する対応に

ついて」 

警察署巡回による実技、演習

訓練 

 

古平町 菊地専務理事 

青柳理事 

上野事務局長 

 

H2９.８.３１ 

左同 

他各事業所管理者(８名)

平成２９年９月 全道社会福祉協議会研修 
表彰と研修参加 

苫小牧市 加我評議員 
田畑評議員 
選任・解任委員会 
 

H2９.９.７ 

左同 

(同行)大野副事務長 

デイサービス(リハビリ) 
ふれあい研修、テーマ「閉じ

こもり予防」目的のミニデイ

サービスについて 
(見学とレクレーション) 
 

古平町 丹後理事 
菊地専務理事 
辻田常務理事 
 

H2９.９.８ 

左同 

(同行)辻田管理者 



平成２９年９月 北海道障がい者基本計画

等タウンミーティング 
行政説明と質疑参加 
 

札幌市 菊地専務理事 
 

H2９.９.１６ 

左同 

後志知的障がい福祉協会権

利擁護研修会 
テーマ「自分たちの支援につ

いて振り返る」 
 

共和町 菊地専務理事 
 

H2９.９.２９ 

左同 

他斉藤亮管理者 

平成２９年１０月 北海道ワーカーズコレクティブ

全国会議 
テーマ「奪い合う経済から助け合

う経済へ」 
 

札幌市・古平町 
れい明の里福祉

施設視察 

菊地専務理事 
辻田常務理事 

H2９.１０.２３ 

左同 

平成２９年１１月 社会福祉法人 

経営労務管理セミナー 

 

札幌市 菊地専務理事 
上野事務局長 

H2９.１１.７ 

左同 

共生型事業所利用者との

合同視察研修 

(NPO 法人やくも元気村)

 

古平町 菊地専務理事 
上野事務局長 

H2９.１１.１６ 

左同 

他西内管理者 

虐待防止・権利擁護研修 札幌市 青柳理事 H2９.１１.２０～２１ 

左同 

平成３０年２月 社会福祉法人 

経営実務セミナー 

札幌市 菊地専務理事 
上野事務局長 

H３０.２.１５ 

上野事務局長 

大野副事務長 

 

平成３０年３月 全道施設長研修会 札幌市 菊地専務理事 
 

H３０.３.１４～１５ 

左同 

他斉藤亮管理者 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



９．諸規定等の制定及び改正 
平 2９. ５.３０ 

社会福祉法人古平福祉会経理規程の法人制度改革に伴う一部改正    (平２９. ４.１付) 

平２９. ８. １ 社会福祉法人古平福祉会監事監査実施規程の法人制度改正に伴う全面改正(平 2９.8.1 付)

「グッドケア」指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正     (平 2９.8.1 付) 

平 2９. ８.２８ 社会福祉法人古平福祉会「れい明の里」職員就業規則の法人制度改正に伴う全面改正 

(平 2９.１０.1 付)

社会福祉法人古平福祉会「れい明の里」職員給与規程の法人制度改正に伴う全面改正 

(平 2９.１０.1 付)

社会福祉法人古平福祉会「れい明の里」庶務規程の法人制度改正に伴う全面改正 

(平 2９.１０.1 付)

社会福祉法人古平福祉会「れい明の里」役員等に関する報酬規程の一部改正 

(平 2９.１０.1 付)

平 2９.１０.３１ 

社会福祉法人古平福祉会相談役等に関する規程制定                (平３０. １. 1 付)

社会福祉法人古平福祉会相談役等に関する報酬規程の一部改正      (平３０. １. 1 付)

「いこいの家」指定居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 運営規程の一部改正

(平３０. １. 1 付)

平 2９.１１.１７ 

「セルフケア」地域密着通所介護運営規程の一部改正       (平２９.１２.1 付)

平３０. ２.２０ 「児童ディ多機能型事業所ひまわりくらぶ」児童発達支援事業・放課後等デイサービス

事業運営規程の一部改正                                        (平３０. ３. 1 付)

平３０. ３.２３ 

「若者宿」指定共同生活援助(介護サービス包括型)運営規程の一部改正 (平３０.４.1 付)

「きょうどう」障害福祉サービス事業所運営規程の一部改正        (平３０. ４. 1 付)

「グッドケア」指定訪問介護・指定地域密着型通所介護運営規程・「セルフケア」指定地

域密着型通所介護運営規程の一部改正                            (平３０. ４. 1 付)

平３０. ３.２６ 

「セルフケア」指定地域密着型通所介護運営規程の一部改正        (平３０. ５. 1 付)

  

 


