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平成３０年度 社会福祉法人石見さくら会事業報告 

（自：平成３０年４月１日 至：平成３１年３月３１日） 

 

 

１．総括概要 

 （１）運営事業概要 

   平成３０年度の社会福祉法人石見さくら会の事業経営において社会福祉事業分野として老

人デイサービスセンター希望の郷、特別養護老人ホーム桃源の家及び老人短期入所事業特別

養護老人ホーム桃源の家、養護老人ホーム香梅苑、いわみ西保育所、東保育所（子育て支援

事業を含む）、日貫保育所、其々の経営並びに公益事業分野として石見さくら会居宅介護支

援事業所の経営を行いました。 

   高齢者福祉事業に於いては、第７期邑智郡介護保険事業計画（平成３０年度～平成３２年

度）が示され、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組が更に求められたことにより、入

所施設及び通所施設における自立支援機能の強化に取り組みました。又、中期事業計画に基

づいて、第三者評価を老人デイサービスセンター希望の郷に於いて受審し、結果を本会ホー

ムページ及びワムネットに掲載しました。 

石見さくら会訪問介護事業所については平成１８年１０月に養護老人ホーム香梅苑が外部

サービス利用型特定施設入居者生活介護事業を行うにあたり開設しましたが、平成２９年度

より一般型(内包型)特定施設入居者生活介護事業所に転換するにあたり休止し、平成３０年

度に於いて在宅の方に対してサービスを提供するために再開できるよう人員確保に努めまし

たが、人員体制が整わず、平成３０年９月末日を持って介護保険指定事業所として更新を行

うことができず、現登録利用者も居られないことから地域への影響はないとの判断の下、廃

止に至りました。 

ひだまりサロンについては、本来の事業目的である活動資金や活動場所の借用料の助成と

いった実績には結び付きませんでしたが、活動団体からの依頼を受け職員を派遣し活動をサ

ポートする等、実績とすることができました。 

   児童福祉事業については、３保育所（いわみ西保育所、東保育所、日貫保育所）ともこれ

まで邑南町の指定管理でしたが、平成３０年４月１日より法人の直営となりました。又、保

育指針の改定に合わせ「豊かな心と健康な体を作ろう」を３保育所共通の保育方針として、

乳幼児への教育機能の向上に取組みました。 

   石見さくら会さくらんぼクラブについては、事務局から子育て支援センターに移行し、在

宅親子や石見さくら会保育所の子育て家庭により密着した支援が出来るようになりました。 
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（２）人財育成、要員確保概要 

   平成３０年度においても、人的資源が最重要資源であり、要員の確保、人財の育成、処遇

改善に取組みました。 

人材の育成では、外部研修や法人内研修、事業所内研修を行うと共に人事考課を通じてＯ

ＪＴを通じて各職員の職務能力の向上に努めました。処遇改善に於いては、介護職員処遇改

善加算、保育所職員処遇改善加算に基づき、対象職員に対し、一時金を支給しました。 

   職員の確保については、法人の広報やホームページを活用しての職員募集の他、郡内外の

高等学校に訪問しての新卒職員派遣研修制度の紹介、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、町内及び近隣の町

村に職員募集のチラシの配布等、様々な手段で職員確保に努めました。しかしながら、充分

な職員確保には至らず、課題も残りました。 

 

 （３）施設整備概要 

   平成３０年度に於いては、養護老人ホーム香梅苑のナースコールの更新を行い、電話子機

と併用のピッチでコールを受けることができるようになり、これまでより対応が迅速になり

ました。 

 

 （４）財務力強化の概要 

   ３ヶ年事業計画に基づき、施設整備等の準備金として法人全体で６３百万円の積立を行い

ました。 

 

 （５）情報公開の概要 

   社会福祉法によって求められている定款などの公開については、ホームページ上で公開の

上、主たる事務所への備付を行い適正に実施しました。又、例年通り広報誌を年３回発行

し、各事業所での取組状況を紹介しました。 

 

 （６）法人運営に関わる制度改革への対応 

   法人制度化改革へ対応していくため、理事長の常勤体制の下、理事会を１０回、評議員会

を３回開催いたしました。 

   又、平成２９年度に策定した５ヶ年の社会福祉充実計画に基づき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。 
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２．運営の状況（平成３１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 

 

 

  【児童福祉事業】 

事業所名 開設日 運営形態 利用定員 

いわみ西保育所 
平成３０年４月１日 

(法人経営への移管日) 
法人経営 １２０名 

東保育所 
平成３０年４月１日 

(法人経営への移管日) 
法人経営 ６０名 

日貫保育所 
平成３０年４月１日 

(法人経営への移管日) 
法人経営 ２０名 

子育て支援センター 
平成３０年４月１日 

(法人経営への移管日) 
法人経営  

 

 

  【公益事業】 

事業所名 開設日 運営形態 

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・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業） 
平成２８年１１月１９日 法人経営 
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（２）役員の状況 

 氏  名 備  考 

理事長 小林 晃 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 柘植 勲 非常勤 

理 事 安田 真信 事務局長  （職員理事） 

理 事 松島 千恵里 香梅苑施設長（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 

法人本部事務局 安田 真信 

特別養護老人ホーム桃源の家 秋田 倫告 

老人短期入所施設桃源の家 秋田 倫告 

養護老人ホーム香梅苑 松島 千恵里 

老人デイサービスセンター希望の郷 森脇 麻里 

石見さくら会居宅介護支援事業所 内藤 栄恵 

いわみ西保育所 山﨑 恵美子 

東保育所 宮本 規子 

日貫保育所 山本 百合枝 

子育て支援センター 宮本 規子 
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（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 30年 5月 2日 

（平成３０年度 

第１回評議員会） 

・社会福祉法人石見さくら会定款変更(案)について 

・理事辞任による新理事の選任について 

平成 30年 6月 14日 

（平成３０年度 

第２回評議員会） 

・平成２９年度計算書類及び財産目録の承認について 

平成 30年 8月 21日 

（平成３０年度 

第３回評議員会） 

・社会福祉法人石見さくら会定款変更(案)について 

 

 

 

  【理事員会の開催状況】 

開催日等 議 題 等 

平成 30年 4月 23日 

（平成３０年度 

第１回理事会） 

・社会福祉法人石見さくら会定款変更(案)について 

・理事辞任による新理事候補者(案)について 

・社会福祉法人石見さくら会就業規則改定(案)について 

・職員用住宅の確保について 

・外国人介護技能実習生の受入れ手続きの中止について 

・平成３０年度第１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 5月 29日 

（平成３０年度 

第２回理事会） 

・平成２９年度事業報告及び平成２９年度計算関係書類並びに財

産目録の承認について 

・特別養護老人ホーム桃源の家における寝具類等の賃貸借契約及

び購入契約について 

・平成３０年度夏季賞与の支給について 

・処遇改善一時金の支給について 

・平成３０年度第２回評議員会(定時評議員会)の開催及び上程議

案について 

・勘定科目の追加について 

・社会福祉法人石見さくら会決裁及び委任規程改定(案)について 

 

平成 30年 8月 7日 

（平成３０年度 

第３回理事会） 

・石見さくら会訪問介護事業所の廃止について 

・社会福祉法人石見さくら会定款変更(案)について 

・社会福祉法人石見さくら会契約事務処理細則改定(案)について 

・監事監査の結果による是正又は改善方策(案)について 
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・養護老人ホーム香梅苑修繕工事の実施について 

・職員用住宅の確保中止について 

・平成３０年度第１回補正予算(案)について 

・平成３０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 30年 9月 20日 

（平成３０年度 

第４回理事会） 

・石見さくら会訪問介護事業所所長の解任について 

・石見さくら会訪問介護事業所所有車両の移管について 

・石見さくら会訪問介護事業所運営規程の廃止について 

 

平成 30年 10月 22日 

（平成３０年度 

第５回理事会） 

・養護老人ホーム香梅苑修繕工事の工期延長について 

平成 30年 11月 19日 

（平成３０年度 

第６回理事会） 

・平成３０年度第２回補正予算(案)について 

・監事監査の指摘事項変更による改善策の一部変更について 

・監事監査指摘事項に対する対応方策について 

・養護老人ホーム香梅苑ナースコール設備の更新について 

・平成３０年度冬季賞与等支給について 

・勘定科目の追加について 

 

平成 30年 12月 17日 

（平成３０年度 

第７回理事会） 

・養護老人ホーム香梅苑ナースコール設備の更新に係る工事請負

契約の締結について 

・石見さくら会「さくらんぼクラブ」実施要綱改定(案)及びさく

ら会「さくらんぼクラブ」会則改定(案)について 

・社会福祉法人石見さくら会契約事務処理細則改定(案)について 

 

平成 31年 1月 28日 

（平成３０年度 

第８回理事会） 

・特別養護老人ホーム桃源の家調理業務用機器購入について 

・養護老人ホーム香梅苑調理業務用機器購入について 

・特別養護老人ホーム桃源の家リネン(寝具及びタオル等)類の賃

貸借について 

・特別養護老人ホーム桃源の家紙オムツの購入について 

 

平成 31年 2月 27日 

（平成３０年度 

第９回理事会） 

・特別養護老人ホーム桃源の家リネン(寝具及びタオル等)類の賃

貸借契約締結について 

・特別養護老人ホーム桃源の家紙オムツの購入契約締結について 

 

平成 31年 3月 22日 

（平成３０年度 

第１０回理事会） 

・平成３０年度最終補正予算(案)について 

・平成３１年度事業計画(案)について 

・平成３１年度収支予算(案)について 



 

7 

 

・苦情解決第三者委員の選任について 

・社会福祉法人石見さくら会組織規程改定(案)について 

・社会福祉法人石見さくら会事務局運営規程改定(案)について 

・社会福祉法人石見さくら会高齢者福祉事業部会運営規程改定

(案)について 

・社会福祉法人石見さくら会児童福祉事業部会運営規程改定(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 

・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公印管理規程改定(案)について 

・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等就業規則改定(案)に

ついて 

・社会福祉法人石見さくら会職員の給与に関する規程改定(案)に

ついて 

・社会福祉法人石見さくら会有期契約職員等の給与に関する規程

(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人事考課実施規程(案)について 

・社会福祉法人石見さくら会永年勤続表彰規程改定(案)について 

・育児・介護休業等に関する規則改定(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職員研修実施規程改定(案)について 

・２０１９年度施設長等の選任について 
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（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 30年 5月 14日 

から 

平成 30年 5月 18日 

【決算監査】 

・平成２９年度事業報告 

・平成２９年度決算報告 

・理事の職務執行状況報告 

 

平成 30年 6月 15日 

及び 

平成 30年 6月 18日 

【定期監査】 

業務執行状況の監査 

・利用者保護等（事故対応関係・防災対策・苦情解決） 

・情報提供（契約関係） 

・各種規程の整備状況 

・福祉サービスの質の向上のための取組み等 

・人事・労務管理 

＜指摘事項＞ 

【希望の郷】 

・苦情解決第三者委員会開催 

・消火器の取扱い方、熟知の為に初期消火訓練の回数について検

討 

・不審者対応マニュアルを整備の上、訓練を実施 

・事故発生時における職員間の連絡系統を確立し、フローチャー

トを作成 

・利用契約書等における記載漏れの防止策の検討 

 

【桃源の家】 

・苦情解決第三者委員会開催 

・苦情や事故発生時における連絡体制及び迅速な対応（連絡・相

談）、記録について検討 

・消火器の取扱い方、熟知の為に初期消火訓練の回数について検

討 

・不審者対応マニュアルを整備の上、訓練を実施 

・緊急時（食中毒及び災害時）における食事提供（備蓄を含む）

を検討 

 

【香梅苑】 

・苦情解決第三者委員会開催 

・消火器の取扱い方、熟知の為に初期消火訓練の回数について検

討 

・不審者対応マニュアルを整備の上、訓練を実施 

・緊急時（食中毒及び災害時）における食事提供（備蓄を含む）
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を検討 

・各種マニュアルの一部見直し（修正） 

 

【日貫保育所】 

・初期消火訓練強化を検討 

・厨房清掃方法について検討 

 

【東保育所】 

・子育て支援センターに連絡や相談用の直通電話を設置 

 

平成 30年 9月 7日 【定期監査】 

業務執行状況の監査 

＜指摘事項＞ 

【居宅介護支援事業所】 

・運営における費用対効果について検討 

 

平成 31年 3月 11日 

から 

平成 31年 3月 13日 

【定期監査】 

業務執行状況の監査 

＜指摘事項＞ 

 なし 
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（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

セミナー（７月） 

小林理事長 

柘植理事 

・地域共生社会をはじめとする社会福祉法人を取り

巻く動向 

・経営者として押さえておきたい人材確保をめぐる

動向と対策にあたって必要な視点 

・指導監査ガイドライン改正のポイント 

について 

島根県指導監査説明

会（７月） 

小林理事長 

中山監事 

佐々木監事 

安田理事 

指導監査の概要について 

社会福祉施設経営実

務セミナー（７月） 

小林理事長 

日野原理事 

山﨑理事 

安田理事 

・地域共生社会の構築や生活困窮者自立支援制度と

の関連性を確認 

・地域における公益的な取組における先駆的な事例

を基に社会福祉法人の目指すべき姿について 

社会福祉法人役員研

修（１０月） 

小林理事 

山﨑理事 

職場のパワーハラスメント対策について 

国際福祉機器展 

（１０月） 

小林理事長 

日野原理事 

最新の福祉機器についての情報を収集 

高齢者福祉サービス

経営セミナー 

（１０月） 

柘植理事 次代を見据えた法人経営に向けての中長期計画策定

の意義とポイントについて 

全国老人福祉施設大

会（１１月） 

小林理事長 

日野原理事 

多様な課題への解決策を見出し、未来を拓く強い意

志の共有・発信について 

 

社会福祉法人監事研

修（１２月） 

中山監事 

佐々木監事 

・監事の法的責任と監事監査の重要性 

・監事監査の実務上の問題点について 

保育施設経営セミナ

ー（１２月） 

小林理事長 

安田理事 

・保育の政策とマネジメント 

・人口減少地域における保育所等の役割と今後の展

開について 

社会福祉法人地域公

益活動推進セミナー 

（１２月） 

小林理事長 

日野原理事 

安田理事 

社会福祉法人における地域公益活動の価値や実践方

法について 

経営者セミナーⅡ 小林理事長 

山﨑理事 

中山監事 

佐々木監事 

安田理事 

「人材確保」「広報戦略」「災害発生時に果たすべき

役割」等の最新の制度動向や取組について 
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（７）部会等の開催状況 

① 職員確保における検討委員会 

桃源の家の入所について平成２９年度より１００床を９０床に減少させています。人員

体制を整え、１００床に戻すために委員会を２回行いました。 

 

② 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役員参加の下、開催しました。各事業部会では、事業所の運営状

況等の報告の他、各事業における課題について協議を行いました。 

監事監査で指摘のあった苦情解決第三者委員会については、高齢者福祉事業所が合同で

第三者委員を交えて会議を行いました。 

 

③ 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、各事業所の運営状況等について意見交換を行いました。 

 

④ 広報担当者会議 

広報誌「さくらだより」発行時の会議の他、ホームページ更新に係る会議を開催しまし

た。 

 

 

 （８）その他 

    広報誌「さくらだより」を例年通り年３回発行し、各事業所での取組について紹介をし

ました。 

     さくらだより第３７号  平成３０年 ７月発行 

     さくらだより第３８号  平成３０年１１月発行 

       さくらだより第３９号  平成３１年 ３月発行  



 

12 

 

３．収益等の状況 

 （１）事業収益状況 

（単位：千円、％） 

いわみ西 日貫 居宅介護 法人

保育所 保育所 支援 事務局

サービス
活動収益

33,154 439,048 180,037 126,671 85,538 23,407 7,103 322 895,283

サービス

活動費用
38,593 390,080 140,410 107,373 72,549 22,538 11,452 41,810 824,808

サービス
活動増減差額

△ 5,438 48,968 39,627 19,298 12,988 868 △ 4,349 △ 41,488 70,475

経常増減

差額
△ 5,311 47,463 39,509 19,772 13,739 852 △ 4,285 △ 41,466 70,273

経常増減
差額率

△ 16.0 10.8 21.9 15.6 16.1 3.6 △ 60.3 7.8

拠点別状況

合計
希望の郷 桃源の家 香梅苑 東保育所

  

 

 

 （２）資金収支状況 

（単位：千円、％） 

いわみ西 日貫 居宅介護 法人

保育所 保育所 支援 事務局

事業活動収入 33,395 439,496 180,366 128,505 87,212 23,742 7,167 343 900,229

事業活動支出 33,436 376,428 127,013 107,742 73,475 22,355 11,361 41,110 792,924

活動資金

収支差額
△ 40 63,068 53,352 20,763 13,736 1,387 △ 4,194 △ 40,767 107,305

施設整備等

資金収支差額
△ 619 △ 17,054 △ 11,806 △ 249 △ 590 0 △ 1,301 △ 233 △ 31,855

その他の活動
資金収支差額

0 △ 41,609 △ 82,406 △ 67,082 △ 53,997 △ 16,524 5,683 196,444 △ 59,492

当期資金
収支差額

△ 660 4,404 △ 40,861 △ 46,569 △ 40,850 △ 15,137 187 155,444 15,957

拠点別状況

合計
希望の郷 桃源の家 香梅苑 東保育所

  

 

 

 

 

 

以上 


