
平成２９年度事業報告 

（自：平成２９年４月１日 至：平成３０年３月３１日） 

 

 

１．総括概要 

 （１）運営事業概要 

     石見さくら会は、平成２９年度の事業計画に基づいて、これまでの事業分野

である高齢者福祉事業分野及び児童福祉事業分野において、基本的には従来通

りの事業を行いました。 

     高齢者福祉事業分野においては、地域包括ケアシステム構築への対応として、 

重度介護者等への機能強化が求められるなか、各事業所においても口腔ケア等 

の機能強化に取り組みました。 

   児童福祉事業分野においては、通常保育の他、一時預かり事業及び延長保育 

の実施、子育て支援センターにおける相談機能の強化にも引き続き取組みまし 

た。また、昨年度受審した第三者評価を基にして、より良い保育サービスが出

来るよう取り組んで参りました。 

 子育て世代への一層の支援を図るため新たな公益事業として、石見さくら会

さくらんぼクラブ（ファミリー・サポート・センター事業）を本格稼働させ、

アドバイザーによるお願い会員と任せて会員のマッチングにより、実際のサー

ビス利用が始まりました。 

   高齢者福祉事業と児童福祉事業の相乗効果を高めるために、高齢者福祉事業 

所の利用者の方と保育所の子どもたちとの相互交流事業にも積極的に取り組 

みました。 

 なお、３保育所（いわみ西保育所、東保育所及び日貫保育所）について、邑

南町と譲渡協議を進め、島根県より平成３０年３月に平成３０年４月１日から

の開設認可を受けました。 

 

（２）人財育成、要員確保概要 

     平成２９年度においても、人的資源が最重要資源として、人財の育成、処遇

改善、要員の確保に取り組みました。人財の育成面では、各事業所での研修の

実施のほか、法人研修、人事考課を通じてのＯＪＴによる職務能力の向上に努

めました。 

    処遇改善面については、各種手当の改善や新設の他、社会福祉充実計画にも

とづき一時金を支給しました。また、介護職員処遇改善加算、保育所職員処遇

改善加算にもとづき、対象職員へ一時金を支給しました。 



    職員の確保については、法人のホームページでの職員募集のほか、短期大学、

専門学校及び郡内外の高等学校への訪問活動、合同就職説明会への参加、ハロ

ーワーク、島根県福祉人材センター及びジョブカフェしまねへの求人票の提出

等を行いました。また、高等学校へ高校新卒者を専門学校へ通学させる新卒職

員派遣研修制度の紹介等を実施しました。 

    さらに、郡内、町内を中心とした職員募集チラシの配布、職員からの紹介等

により有期契約職員の確保にも努めて参りました。 

    こうした取り組みを行ったものの、全体としては職員数の十分な確保には至

らず、人財の確保においては課題が残りました。 

 

（３）施設整備概要 

     平成２９年度においては、養護老人ホーム香梅苑の大規模修繕（浴室等改修

工事）及び厨房機器の更新、特別養護老人ホーム桃源の家での天井走行リフト

設の導入やロボスーツの導入等職場の環境改善を図りました。また、特別養護

老人ホーム桃源の家に来客用の屋根付車庫を設置し、冬季間等における来客車

の着雪防止等を図りました。 

   

（４）財務力強化の概要 

     平成２９年度についても、３カ年の中期事業計画に基づき、施設整備等の準

備金として、法人全体で９４百万円の積立を行いました。 

     なお、各拠点において計画に基づき施設整備等のための積立金の取り崩しを

行いました。 

 

（５）情報公開の概要 

     社会福祉法の改正に伴って、定款等公開が求められているものについては、

ホームページ上での公開や主たる事務所への備付により、適正に実施しました。

また、例年通り広報誌を年３回発行し、各事業所での取組み状況等を紹介致し

ました。 

 

（６）法人制度改革への対応 

     平成２９年４月１日より施行した定款に基づいて、平成２９年６月に定時評

議員会を開催し、新たな役員（理事８名、監事２名）選出を行いました。法人

制度改革へ対応していくため、平成２９年度から理事長常勤体制のもと、法人

経営を行いました。 

     また、社会福祉充実残額が算出されたことから、５か年の社会福祉充実計画

を策定し、この計画に基づいて、各事業所の環境整備事業や職員の処遇改善事



業に取組みました。 

 

２．運営の状況（平成３０年３月３１日現在） 

（１）事業所の状況 

  【高齢者福祉事業】 

事 業 所 名 開 設 日 運営形態 利用定員 

特別養護老人ホーム桃源の家 
平成２４年５月１日 

（法人経営への移管日） 
法人経営 ９０名 

老人短期入所施設桃源の家 
平成２４年５月１日 

（法人経営への移管日） 
法人経営 １０名 

養護老人ホーム香梅苑 
平成２６年４月１日 

（法人経営への移管日） 
法人経営 ５０名 

老人デイサービスセンター希望の郷 平成１５年６月１日 法人経営 ２５名 

石見さくら会訪問介護事業所 平成１８年１０月１日 法人経営  

 

  【児童福祉事業】 

事 業 所 名 開 設 日 運営形態 利用定員 

邑南町立いわみ西保育所 
平成１６年４月１日 

（指定管理受託日） 
指定管理 １２０名 

邑南町立東保育所 
平成１６年４月１日 

（指定管理受託日） 
指定管理 ６０名 

邑南町立日貫保育所 
平成１６年４月１日 

（指定管理受託日） 
指定管理 ２０名 

子育て支援センター 
平成１６年４月１日 

（指定管理受託日） 
指定管理  

 

  【公益事業】 

石見さくら会居宅介護支援事業所 平成１６年４月２１日 法人経営 

ひだまりサロン事業 平成２７年４月１日 法人経営 

石見さくら会さくらんぼクラブ（ファ

ミリー・サポート・センター事業） 
平成２８年１１月１９日 法人経営 

 

 

 



 

（２）役員の状況 

 氏  名 備  考 

理事長 小林 晃 常 勤 

理 事 藤田 照三 非常勤 

理 事 日野原戦勝 非常勤 

理 事 山本恵美子 非常勤 

理 事 山﨑 勉 非常勤 

理 事 日野美恵香 非常勤 

理 事 伊達 一樹 桃源の家施設長（職員理事） 

理 事 安田 真信 事務局長（職員理事） 

監 事 中山 光夫 非常勤 

監 事 佐々木隆士 非常勤 

 

（３）事業所管理者の状況 

事  業  所 施設長・所長名 

本部事務局 安田 真信 

特別養護老人ホーム桃源の家 伊達 一樹 

老人短期入所施設桃源の家 伊達 一樹 

養護老人ホーム香梅苑 内藤 栄恵 

老人デイサービスセンター希望の郷 松島千恵里 

石見さくら会訪問介護事業所 内藤 栄恵 

石見さくら会居宅介護支援事業所 内藤 栄恵 

邑南町町立いわみ西保育所 月森 明美 

邑南町立東保育所 松本 文子 

邑南町立日貫保育所 山本百合枝 

子育て支援センター 松本 文子 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）評議員会・理事会の開催状況 

【評議員会の開催状況】 

開催日等 議 題 等 

平成２９年６月１６日 

（平成２９年度第１回評

議員会） 

平成２８年度事業報告、決算書類及び財産目録の承認につ

いて、理事及び監事の選任について、理事及び監事並びに

評議員に対する報酬等の支給基準の承認について、社会福

祉充実計画の承認について 

平成３０年１月１５日 

（平成２９年度第２回評

議員会） 

定款変更（案）について 

平成３０年２月２２日 

（平成２９年度第３回評

議員会） 

 

社会福祉法人石見さくら会 役員及び評議員の報酬並び

に費用弁償に関する規程改定（案）について、監事個々の

報酬総額の上限について 

 

【理事会の開催状況】 

開催日等 議 題 等 

平成２９年４月２６日 

（平成２９年度第１回理

事会） 

 

 

経理規程改定（案）承認の件について、経理規程細則改

定（案）承認の件について、契約事務処理細則改定（案）

承認の件について、平成２９年度介護職員処遇改善加算

取得による特別手当等支給承認の件について 

平成２９年５月３１日 

（平成２９年度第２回理

事会） 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度事業報告、平成２８年度計算関係書類及び

財産目録承認の件について、社会福祉充実計画（案）承

認の件について、新役員（理事・監事）候補者（案）承

認の件について、理事及び監事並びに評議員に対する報

酬等の支給の基準（案）承認の件について、平成２９年

度第１回評議員会（定時評議員会）の開催及び上程議案

の承認の件について、予算管理規程改定（案）承認の件

について、内部監査実施要項改定（案）承認の件につい

て、債権管理規程改定（案）承認の件について、平成２

９年度夏季賞与支給承認の件について 

平成２９年６月１６日 

（平成２９年度第３回理

事会） 

理事長選定の件について 



開催日等 議 題 等 

平成２９年７月３１日 

（平成２９年度第４回理

事会） 

 

 

 

 

社会福祉法人石見さくら会就業規則改定（案）について、

社会福祉法人石見さくら会有期契約職員就業規則改定

（案、）について、社会福祉法人石見さくら会職員等の給

与等に関する規程改定（案）について、社会福祉法人石見

さくら会職能資格制度に関する規程改定（案）について、

社会福祉法人石見さくら会安全衛生管理規程改定（案）に

ついて、社会福祉法人石見さくら会 苦情解決実施規程改

定（案）について、ひだまりサロン事業規程（案）につい

て、養護老人ホーム香梅苑 浴室・機械設備改修工事実施

について、養護老人ホーム香梅苑 厨房機器更新について 

、特別養護老人ホーム桃源の家 天井走行リフト設備導入

について、特別養護老人ホーム桃源の家新介護記録システ

ム導入について、特別養護老人ホーム桃源の家ロボスーツ

導入について、特別養護老人ホーム桃源の家 業務用車庫

設置について 

平成２９年９月４日 

（平成２９年度第５回理

事会） 

養護老人ホーム香梅苑 浴室・機械設備改修工事実施に係

る契約締結について、養護老人ホーム香梅苑 厨房機器の

更新に係る契約締結について、特別養護老人ホーム桃源の

家 天井走行リフト設備導入に係る契約手続等について、

ひだまりサロン事業実施要領（案）について、社会福祉法

人石見さくら会ストレスチェック実施規程（案）について、

法人シンボルマーク（図）及びロゴタイプ（文字）制定に

ついて 

平成２９年１１月２０日 

（平成２９年度第６回理

事会） 

平成２９年度第１回補正予算（案）について、固定資産の

拠点移管について、邑南町立保育所（いわみ西保育所、東

保育所、日貫保育所）の譲受による３保育所開設について、 

邑南町立保育所（いわみ西保育所、東保育所、日貫保育所）

の指定管理期間の変更について、育児・介護休業等に関す

る規則改定（案）について、監事監査実施規程（案）につ

いて、業務管理体制整備規程（法令遵守規程）改定（案）

について、平成２９年度冬季賞与等支給について、職員処

遇改善のための一時金支給について、法人シンボルマーク

及びロゴタイプの承認について、職員用住宅の確保につい

て、養護老人ホーム香梅苑リネン機器の更新について、勘

定科目の追加について 



開催日等 議 題 等 

平成２９年１２月２１日 

（平成２９年度第７回理

事会） 

 

 

いわみ西保育所、東保育所及び日貫保育所の設置認可申請

について、保育所運営規程改定（案）について、定款変更

（案）について、特別養護老人ホーム桃源の家車庫設置工

事契約について、平成２９年度第２回評議員会（臨時評議

員会）の開催及び上程議案について 

平成３０年２月６日 

（平成２９年度第８回理

事会） 

 

 

役員の退任手当の清算について、特別功労金の支給につい

て、社会福祉法人石見さくら会役員及び評議員の報酬並び

に費用弁償に関する規程改定（案）について、平成２９年

度第３回評議員会（臨時評議員会）の開催及び上程議案に

ついて 

平成２９年３月１９日 

（平成２９年度第９回理

事会） 

平成２９年度最終補正予算（案）について、中期事業計画

（案）について、平成３０年度事業計画（案）について、

平成３０年度収支予算（案）について、いわみ西保育所、

東保育所及び日貫保育所譲渡契約締結並びに土地貸借契

約締結について、平成２９年度介護職員への処遇改善加算

による一時金支給、保育所職員処遇改善加算取得計画及び

それによる一時金の支給について、平成３０年度介護職処

遇改善加算取得について、社会福祉法人石見さくら会 経

理規程改定（案）について、社会福祉法人石見さくら会経

理規程細則改定（案）について、社会福祉法人石見さくら

会 インターネットバンキング利用規程改定（案）につい

て、社会福祉法人石見さくら会 予算管理規程改定（案）

について、社会福祉法人石見さくら会 債権管理規程改定

（案）について、社会福祉法人石見さくら会 個人情報保

護規程改定（案）について、社会福祉法人石見さくら会 特

定個人情報取扱規程改定（案）について、社会福祉法人石

見さくら会 情報公開規程改定（案）について、デイサー

ビスセンター希望の郷及び石見さくら会居宅介護支援事

業所の新介護記録ソフトウェアの導入について、平成３０

年度施設長等の選任について、事務局長の年俸額の変更に

ついて 

 

 

 



（５）監事監査の実施状況 

監 査 実 施 日 実施内容及び指摘事項 

平成２９年５月１５日か

ら５月１８日 

決算監査、事業報告、理事の職務執行状況 

指摘事項特になし 

平成２９年６月１４日及

び２１日 

事業所（桃源の家、香梅苑、希望の郷）の職務業務

監査 

＜指摘等事項＞ 

【桃源の家関係】 

入所者預り金のフローチャート作成 

自然災害に備える訓練回数について消防署への確認 

小口現金の必要性について検討 

【香梅苑関係】 

固定資産管理台帳の照合確認事跡の実施 

避難訓練について夜間想定訓練を含めた実施 

自然災害に備える訓練回数について消防署への確認 

【希望の郷関係】 

玄関入口が狭いので拡張等の検討 

利用者用の洗濯乾燥機の増設の検討 

ガラス戸からサッシ等への取換え検討 

除雪作業員の雇用確保の検討 

所長業務内容の見直しの検討 

平成２９年１１月１５日 事業実施状況の監査 

＜指摘事項等＞ 

事務局職員増員の検討 

平成３０年３月８日及び

１２日 

平成３０年度収支予算（案）及び事業計画（案）監

査 

＜指摘事項等＞ 

特別養護老人ホーム桃源の家稼働率向上のため入所

待機者への訪問実施の検討 

  

 

 

 

 

 

 



                      

（６）役員研修の状況 

参加研修名、開催月 参加役員 内  容  等 

・社会福祉法人経営者協議会

セミナー（７月） 

藤田理事、安

田理事 

改正社会福祉法施行後の法人経営につ

いて他 

・国際福祉機器展（１０月） 日野原理事 福祉機器展視察 

・社会福祉法人地域公益活動

推進セミナー（１０月） 

藤田理事、伊

達理事 

・社会福祉法人の公益活動の取組みにつ

いて 

・高齢者福祉サービス経営セ

ミナー（１０月） 

日野理事、藤

田理事、伊達

理事、中山監

事、佐々木監

事 

次期介護報酬改定に向けた動向等につ

いて、介護分野における外国人受入動向

について、離職者ゼロにする職場づくり

について 

・社会福祉法人会計実務（上

級）研修（１月） 

藤田理事、安

田理事 

決算関連法令・通知の解説、理事会運営、

評議員会運営での実務上の課題と対応、

決算業務の効率化等 

・社会福祉法人監事研修（１

月） 

中山監事、

佐々木監事、 

安田理事 

監事の職務と責任、平成２９年度会計基

準等の改正点、指導監査ガイドラインの

ポイント理解 

・保育施設経営セミナー 藤田理事、山

﨑理事、安田

理事、佐々木

監事 

保育人材の獲得、キャリアパスの構築、

職場研修推進法について 

 

・社会福祉法人経営者セミナ

ーⅡ 

山﨑理事、伊

達理事 

明日からの社会法人経営について、公益

的取り組みについて等 

・社会福祉法人役員研修 伊達理事、中

山監事 

福祉における成功の本質～運営から経

営者へ、１０年先を見据えた生き残る法

人となるために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 



（７）部会等の開催状況 

  ①高齢者福祉事業部会及び児童福祉事業部会 

     原則毎月各事業部会を開催しました。役員参加のもと、各事業部会では事業

所の運営状況等の報告の他、各事業の問題等について協議を行いました。 

 

   ②施設長・所長会議 

     原則、毎月第２火曜日に施設長・所長会議を開催しました。事務局より各事

業所への連絡事項の伝達、各事業所の状況等について意見交換等を行いました。 

 

   ③広報担当者会議 

     平成２９年度は、広報誌「さくらだより」発行時の会議の他、法人紹介ＤＶ

Ｄを作成するために１２月より定期的に会議を開催し、平成３０年２月にＤＶ

Ｄを完成させました。 

 

（８）その他 

     広報誌「さくらだより」を例年どおり平成２９年７月（第３４号）、平成２ 

９年１１月（第３５号）、平成３０年３月（第３６号）の年３回発行し、各事 

業所での取組等について紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



３．収益等の状況 

 （１）事業収益状況 

（単位：千円、％） 

 拠点別状況 

合計 
希望の郷 桃源の家 香梅苑 

いわみ西

保育所 
東保育所 

日貫保育

所 

居宅介護

支援 
本 部 

サービス活

動収益 
41,599 425,667 178,540 138,084 87,965 23,282 7,534 1,546 904,220 

サービス活

動費用 
40,270 409,481 141,780 136,766 82,722 23,666 11,108 36,804 882,600 

サービス活

動増減差額 
1,328 16,186 36,760 1,317 5,243 -383 -3,573 -35,258 21,620 

経常増減差

額 
1,289 14,469 36,654 1,346 5,210 -435 -3,572 -35,220 19,742 

経常増減差

額率 
         

＊内部取引消去後 

 

（２）資金収支状況 

 （単位：千円） 

 拠点別状況 

合計 
希望の郷 桃源の家 香梅苑 

いわみ西

保育所 
東保育所 

日貫保育

所 

居宅介護

支援 
本  部 

事業活動収入 41,669 426,022 178,876 139,514 88,846 23,535 7,536 1,583 907,584 

事業活動支出 35,864 395,462 134,105 138,106 82,993 23,657 11,117 35,597 856,904 

事業活動資金

収支差額 
5,805 30,560 44,771 1,408 5,853 -122 -3,581 -34,013 50,680 

施設整備等資

金収支差額 
-4,055 -26,546 -73,036 0 -113 0 0 -790 -104,541 

その他の活動

資金収支差額 
-7,140 -62,140 -39,330 -6,506 -4,695 -1,469 0 35,160 -86,120 

当期資金収支

差額 
-4,918 -58,126 -68,068 -5,097 1,045 -1,591 -3,581 356 -139,981 

＊内部取引消去後 

以上 


