
平成３１年度事業報告 

（自：平成３１年４月１日 至：令和２年３月３１日） 

 

 

１．総括概要 

 （１）運営事業について 

     社会福祉法人石見さくら会では、平成３１年度の事業計画にもとづいて、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、社会福祉事業としての特別養護老人ホーム

桃源の家、老人短期入所事業所特別養護老人ホーム桃源の家、養護老人ホーム

香梅苑及び老人デイサービスセンター希望の郷の経営、並びに公益事業として

の石見さくら会居宅介護支援事業所の経営を行いました。住まい・医療・介護・

予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム構築への取組が求

められるなか、入所施設及び通所施設において自立支援機能強化に取組みまし

た。また、中期事業計画にもとづいて養護老人ホーム香梅苑において第三者評

価を受審し、サービスの向上に努めました。 

     特別養護老人ホーム桃源の家において事故事案（虐待事故）が発生したこと

に対し、役職員全員が事態を真摯に受け止め、今後二度とこうした事態を起こ

さぬよう改善計画に基づいて再発防止に取組みました。なお、引き続き来年度

も改善計画を実施し、その実行状況の検証等を行って参ります。 

   児童福祉事業分野においては、『一人ひとりの子どもの育ちを支える・保護

者の子育てを支える・子どもと子育てにやさしい地域を作る』を保育方針とし

て、いわみ西保育所、東保育所及び日貫保育所の経営を行いました。通常保育

の他、いわみ西保育所においては一時預かり事業等の特別保育事業を、東保育

所においては、子育て支援センター事業を実施し、地域の子育支援機能の強化

にも引き続き取組みました。また、子育て世代への一層の支援を図るため公益

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）を引き続き実施しました。 

   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組み

ました。 

  

（２）人財育成、要員確保への取組みについて 

     平成３１年度においても、人財の育成、処遇改善及び要員の確保が大きな課



題として位置づけ、様々な施策を講じました。 

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、社会福祉充実計画にもとづき処遇改善加算対象外職

員へも処遇改善加算による一時金と同額を支給しました。また、令和元年１０

月から創設された介護職員等特定処遇加算による一時金を計画にもとづいて

支給致しました。令和２年４月１日からの同一労働同一賃金制度への対応を図

るため、就業規則等の改定を行いました。 

    新卒職員の確保については、法人のホームページのほか、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、保育実習生の受入れや将来の介護職や保育士確保を図るため、

夏休みを利用し高校生を対象としてインターンシップの実施に取組みました。 

    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。 

高校新卒者を採用し、介護福祉士資格取得のため大阪健康福祉短期大学（広

瀬キャンパス）へ通学させる新卒職員派遣研修制度の活用により、将来の介護

人材の確保を図りました。 

    前年度に引き続き理事を主要メンバーとする「職員確保における検討委員会」

を開催し、当該委員会に３分科会（求人力強化、職場環境改善、若手介護職員

不足）を設け、外国人介護人材受入れ等将来の介護職員確保ための方策等を決

定致しました。 

（３）施設整備への取組みについて 

     養護老人ホーム香梅苑において、災害発生時等の停電に備え自家用発電設備

の設置工事を行いました。これにより、入所者の方の最低限の生活維持を図る

ことが可能となりました。 

     いわみ西保育所、東保育所及び日貫保育所において、防犯体制の一層の強化

を図るため、防犯カメラの設置及び非常通報装置の設置を行いました。 

   

（４）財務力強化への取組みについて 

     ３カ年の中期事業計画にもとづき、施設整備等の準備金として、法人全体で

６５，６００千円の積立を行いました。 

     なお、各拠点において計画にもと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）広報活動への取組みについて 

     ホームページのリニューアルを計画どおり実施し、より魅力的なページ構成 

に変えるとともに、若手職員の発案のもと広報活動における情報発信力の強化 

策として、SNS（インスタグラム、Twitter）の試験的運用を開始しました。 

地域の皆様への重要な情報発信手段である広報誌についても、紙面の構成を

変えるなど、地域の皆様により一層ご覧いただけるよう工夫を行いました。 

   

 （６）地域との関係強化への取組みについて 

     地域の皆様との結び付きをより強めるため、各事業所での積極的なボランテ 

ィアの受入れを行うとともに、地域からの要請にお応えするために、公民館や 

学校行事等への職員の派遣を積極的に行いました。 

 

（７）法人制度改革への対応について 

     役員の任期満了に伴い令和元年６月の定時評議員会により、役員改選（理事

８名、監事２名）を行いました。 

     平成３０年度末の社会福祉充実残額が大幅に増額となったことから、従前の

社会福祉充実計画を終了させ、新たに職員の処遇改善を柱とした１０年計画を

策定しました。 

     なお、法人経営におけるガバナンスの一層の強化を図るため、自主的に内部

統制体制を整備していくこととしておりましたが、体系的な整備には至りませ

んでした。 

 

 （８）新型コロナウイルス感染防止対応について 

     年初から全国各地において新型コロナウイルスの感染が見られるなか、当地 

域への感染拡大が懸念されるため、３月５日に理事会を開催し、その対応策を

審議致しました。今後感染地域の拡大に応じて、利用者の皆様及び職員の安全

性を図るため、段階的に感染拡大防止策を講じることと致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．事業所、役員等の状況（令和２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 ２０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】 

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 

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 

  ＊ひだまりサロン事業は令和２年３月１２日に定款上の公益事業から削除し、特別

養護老人ホーム桃源の家における社会福祉事業と一体的に実施することと致し

ました。 

 

 

 

 

 



（２）評議員の状況 

氏  名 任期満了日 

池田 宗雄 令和３年６月の定時評議員会終結時 

上田 一宇 〃 

大石 幹夫 〃 

鳥居 清枝 〃 

森田 秀俊 〃 

寺本 武光 〃 

田村 政信 〃 

川中 静親 〃 

横山千鶴子 〃 

 

（３）役員の状況 

役員区分 氏  名 備  考 任期満了日 

理事長 小林 晃 常 勤 令和３年６月の定時評議員会終結時 

理 事 日野原戦勝 非常勤 〃 

理 事 山﨑 勉 非常勤 〃 

理 事 柘植 勲 非常勤 〃 

理 事 漆谷 光夫 非常勤 〃 

理 事 金山 峰子 非常勤 〃 

理 事 松島千恵里 養護老人ホーム香梅苑施設長 〃 

理 事 山﨑恵美子 いわみ西保育所長 〃 

監 事 中山 光夫 非常勤 〃 

監 事 佐々木隆士 非常勤 〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）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 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 坂田千佐子 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．評議員会等の開催状況 

（1）評議員会の開催状況 

開催日等 議 題 等 

令和元年６月１７日 

（令和元年度第１回評

議員会） 

・平成３０年度事業報告 

・平成３０年度島根県実地指導監査結果について 

・平成３０年度計算書類及び財産目録の承認について 

・次期役員（理事及び監事）の選任について 

・承認社会福祉充実計画の終了及び新規社会福祉充実

計画について 

令和元年８月８日 

（令和元年度第２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 

令和２年３月２日 

（令和元年度第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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）理事会の開催状況 

開催日等 議 題 等 

令和元年５月３０日 

（令和元年度第１回理

事会） 

 

 

・平成３０年度事業報告及び平成 30年度計算関係書類

並びに財産目録の承認について 

・令和元年度夏季賞与の支給について 

・社会福祉法人石見さくら会 ボランティア受入規程

（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 

・次期役員（理事・監事）候補者（案）について 

・承認社会福祉充実計画の終了及び新規社会福祉充実

計画について 

・令和元年度第１回評議員会（定時評議員会）の開催

及び上程議案について 

・理事長の職務執行状況報告 

令和元年６月１７日 

（令和元年度第２回理

事会） 

・理事長選定の件について 

・理事長の職務執行状況報告 

令和元年７月３０日 

（令和元年度第３回理

事会） 

・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の改定（案）について 

・ひだまりサロン事業規程並びにひだまりサロン事業

実施要領の改定（案）について 

・令和元年度第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３１年（令和元年）度第１回補正予算（案）に

ついて 

・養護老人ホーム香梅苑自家用発電設備の更新に係る

実施設計等について 

・理事長の職務執行状況報告 

令和元年８月２３日 

（令和元年度第４回理

事会） 

 

・評議員選任・解任委員会へ推薦する評議員候補者（案）

について 

・評議員選任・解任委員会招集承認の件について 

・社会福祉法人石見さくら会 新卒職員の派遣研修に

関する規程改定（案）について 

・社会福祉法人石見さくら会 新卒派遣職員修学資金

貸付規程改定（案）について 



開催日等 議 題 等 

 

 

 

・平成３１年（令和元年）度第２回補正予算（案）に

ついて 

・理事長の職務執行状況報告 

令和元年９月５日 

（令和元年度第５回理

事会） 

・特別養護老人ホーム桃源の家における事件に係る関

係職員の処分について 

・特別養護老人ホーム桃源の家における事件に係る被

害者への金銭的補償について 

令和元年９月１９日 

（令和元年度第６回理

事会） 

・養護老人ホーム香梅苑自家用発電設備の更新実施に

ついて 

・養護老人ホーム香梅苑で使用する介護ソフトウェア

の使用権購入について 

・特別養護老人ホーム桃源の家における事件に係る関

係役職員の処分について 

・理事長の職務執行状況報告 

令和元年１０月７日 

（令和元年度第７回理

事会） 

・邑南町へ提出する改善計画（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 

・理事長の職務執行状況報告 

令和元年１０月２３日 

（令和元年度第８回理

事会） 

・養護老人ホーム香梅苑自家用発電設備工事の契約締

結について 

・理事長の職務執行状況報告 

令和元年１１月２２日 

（令和元年度第９回理

事会） 

・平成３１年（令和元年）度第３回補正予算（案）に

ついて 

・令和元年度冬季賞与等支給について 

・島根県老人福祉施設協議会会員施設・事業所連携に

よる「学校法人益田永島学園明誠高等学校修学資金

貸与事業」への参加について 

・社会福祉法人石見さくら会クレジットカード取扱規

程（案）について 

・理事長の職務執行状況報告 

 

 

 

 

 



開催日等 議 題 等 

令和２年１月３１日 

（令和元年度第１０回

理事会） 

 

 

 

・外国人介護技能実習生の受入れについて 

・自立支援介護（生理学に基づく科学的介護）の導入

及びコンサルティング会社の利用について 

・応用行動分析学に基づく組織環境構造マネジメント

の導入及びコンサルティング会社の利用について 

・社会福祉法人石見さくら会 新卒職員の派遣研修に

関する規程改定（案）について 

・社会福祉法人石見さくら会 学校法人益田永島学園

明誠高等学校修学資金貸与規程（案）について 

・理事長の職務執行状況報告 

令和２年２月１８日 

（令和元年度第１１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 

・令和元年度第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、 

・認知症カフェ事業（オレンジカフェ事業）の実施に

ついて、 

・自立支援介護（生理学に基づく科学的介護）導入に

係る業務委託契約について、 

・応用行動分析学に基づく組織環境構造マネジメント

構築に係る業務委託契約について、 

・桃源の家紙オムツ購入契約について 

・理事長の職務執行状況報告 

令和２年３月５日 

（令和元年度第１２回

理事会） 

・新型コロナウイルス感染拡大への対応策（案）につ 

いて 

 

令和２年３月２３日 

（令和元年度第１３回

理事会） 

 

 

 

 

 

 

 

・平成３１年度最終補正予算（案）について 

・令和２年度事業計画（案）について 

・令和２年度資金収支予算（案）について 

・令和２年度施設長等の選任（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 懲罰委員会規程（案） 

 について 



開催日等 議 題 等 

 ・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 組織規程改定（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 文書管理規程改定（案） 

について 

・老人デイサービスセンター希望の郷 運営規程改定 

（案）について 

・老人デイサービスセンター希望の郷 健幸サロン事 

業運営規程（案）について 

・処遇改善加算及び特定処遇改善加算による一時金の

支給について 

・社会福祉充実計画による一時金の支給について 

・理事長の職務執行状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）監事監査の実施状況 

監 査 実 施 日 監査種別及び指摘事項 

令和元年５月１３日から５月

１５日及び５月１７日 

決算監査 

＜指摘事項＞ 

特になし 

令和元年６月１９日及び２０

日 

定期監査 

＜指摘等事項＞ 

  特になし 

令和元年９月９日及び１０日 定期監査 

＜指摘事項等＞ 

【桃源の家関係】 

職務分掌表における責任と権限が不明確 

専門委員会の組織体制図の見直し 

事故防止委員会が計画どおり毎月開催となって

いない。各委員会での未然防止策等検討内容が

不十分 

ユニット内での意見を出せる取組みが必要 

職員確保のための取組みが必要 

【希望の郷、香梅苑、いわみ西保育所】 

人事考課の能力開発・目標面接表の職員への未

交付 

令和２年３月９日及び１１日

から１３日 

定期監査 

＜指摘事項等＞ 

  特になし 

  

 

                  

４．所轄庁による監査実施結果 

  平成３１年度は以下の事業所で所轄庁による実地監査を受けました。 

事業所名 監 査 日 是正・改善項目 

日貫保育所 令和元年９月１７日 特になし 

 

  その他、いわみ西保育所及び東保育所について書面指導監査を受けましたが、是正

改善項目はありませんでした。 

 

 



５．役員の研修参加状況 

研修開催日 研修名 参加者 研修テーマ概要 

令和元年７月２日 社会福祉法人

監査説明会・研

修会 

小林理事長 

中山監事 

佐々木監事 

平成３０年度島根県社 

会福祉法人・社会福祉 

施設等指導・監査等の 

実施結果概要他 

令和元年７月８日 社会福祉法人

経営者セミナ

ーⅠ 

小林理事長 

日野原理事 

漆谷理事 

金山理事 

２０４０年を展望した 

社会福祉と社会福祉法 

人経営等について 

令和元年９月２６日及

び２７日 

第４６回国際

福祉機器展 

日野原理事 

漆谷理事 

福祉機器展示会視察 

令和元年９月３０日 

 

高齢者福祉サ

ービス経営者

セミナー 

日野原理事 

漆谷理事 

中山監事 

外国人介護人材受入れ 

に関する制度等につい 

て 

令和元年１１月２７日 社会福祉法人

連携推進セミ

ナー 

小林理事長 

金山理事 

社会福祉法人改革の背

景、働き方改革等につ

い 

令和元年１２月６日 社会福祉法人

役員研修 

小林理事長 

日野原理事 

山﨑（勉）理

事 

金山理事 

未来を指向した社会 

福祉法人の経営戦略に 

ついて 

           

令和元年１２月１０日 社会福祉法人

監事研修 

中山監事 

佐々木監事 

監事監査について 

令和２年１月２８日 社会福祉法人

経営者セミナ

ーⅡ 

小林理事長 

漆谷理事 

金山理事 

中山監事 

経営者が主導する働き 

方の改革と人材確保等 

について 

 

 

 

 

 

 



６．委員会等会議の開催状況 

（1）人事管理委員会 

   人事管理委員会では、人事考課結果の検証、賞与における評価率の協議、昇

格者等の審議を行いました。また、新卒初任給の引上げと共に同一労働同一賃

金制度の実施を踏まえて、給与体系の見直しによる給与の改定について協議を

行いました。給与の改定については、改定（案）を役員へ説明致しましたが、

人件費増加が大きく、全体の収支バランスが整わない状況が予想されるため、

再度協議、検討することと致しました。その他、就業規則及び関連規程の見直

しについて協議を実施しました。 

   人事管理委員会の開催状況及び協議事項は次のとおりです。 

開 催 日 協 議 事 項 等 

令和元年６月１４日 ・平成３０年度下期人事考課の結果について 

・平成３０年度下期人事考課の最終評価につい  

 て 

・令和元年度夏季賞与の考課評価率について 

・初任給見直しについて 

令和元年８月９日 ・令和２年度の新卒初任給の見直し及び本会賃

金体系の改定について 

令和元年１１月７日 ・新卒初任給の引上げについて 

・賃金体系等の変更について 

令和元年１１月２１日 ・令和元年度上期人事考課の結果等について、 

・賃金改定について 

・日貫保育所クラス担任パート職員への一時金

支給（案）について 

令和元年１２月９日 ・賃金改定について 

令和元年１２月２６日 ・賃金改定について 

令和２年２月６日 ・令和２年度昇格者等の内申について 

・賃金改定について 

・就業規則改定（案）等について 

・内部登用試験の結果について 

令和２年２月１８日 ・中途採用者の仮格付けについて 

・令和２年度職能給の昇給について 

 

 

 

 



（２）コンプライアンス委員会 

   コンプライアンス委員会は事業所において発生した事故案件等並びに各事業

所のコンプライアンスの状況について協議しました。 

   コンプライアンス委員会の開催状況及び協議事項は次のとおりです。 

開 催 日 協 議 事 項 等 

平成３１年４月２２日 ・老人デイサービスセンター希望の郷における

事故案件及びその処分等について 

令和元年８月３０日 ・特別養護老人ホーム桃源の家における事故案

件及びその処分等について 

令和２年９月２６日 ・特別養護老人ホーム桃源の家における事故の

原因究明と具体的改善策について 

令和２年１月２０日 ・各事業所のコンプライアンス状況の検証につ

いて 

 

（３）虐待再発防止委員会 

   特別養護老人ホーム桃源の家での事故案件により虐待再発防止委員会を設置

し、邑南町へ提出した改善計画の実施状況の確認及びその検証を実施しました。 

虐待防止委員会の開催状況及び協議事項は次のとおりです。 

開 催 日 協 議 事 項 等 

令和元年１０月２１日 委員会の設置期間について 

令和元年１０月２８日 ・特別養護老人ホーム桃源の家で９月に実施し

た研修等の結果報告 

・計画によるアンケート内容について 

・虐待防止研修の内容について 

令和元年１１月６日 ・外部講師による虐待に関する研修実施 

令和元年１２月１１日 

 

 

・法人職員に対する「虐待の芽チェックリスト」

の結果及び虐待に関する研修について 

・職員アンケートに基づく目標について 

令和元年１２月１６日 

 

・邑南町へ委員会での改善計画取組内容（１０

月・１１月分）協議内容の報告 

令和２年１月１５日 ・目標の評価方法について 

・虐待防止研修会について 

令和２年１月３１日 ・邑南町へ委員会での改善計画取組内容（１２

月分）協議内容の報告 



令和２年２月５日及び

１２日 

・虐待防止研修会開催 

令和２年２月１２日 ・目標振り返りの為の職員アンケートについて 

・虐待防止研修について 

令和２年２月１９日 ・邑南町へ委員会での改善計画取組内容（１月

分）協議内容の報告 

令和２年２月２６日及

び２８日 

・虐待防止研修会開催 

令和２年３月１１日 

 

 

・職員アンケート結果について 

・虐待防止研修実施結果について 

・桃源の家独自の虐待防止研修について 

・桃源の家「虐待の芽チェックリスト」で抽出

された課題及び今後のユニットにおける取組

みについて 

令和２年３月１２日 ・邑南町へ委員会での改善計画取組内容（２月

分）協議内容の報告 

 

（４）職員確保における検討委員会 

   特別養護老人ホーム桃源の家の職員体制整備を目的として、平成３１年１月に

理事及び事務局次長及び桃源の家施設長をメンバーとして委員会を立ち上げ、平

成３１年度も引き続き委員会において具体的な職員確保策を協議しました。 

 職員確保における検討委員会の開催状況及び協議事項は次のとおりです。 

開 催 日 協 議 事 項 等 

平成３１年４月１７日 ・２月から３月の取組について（主に退職者へ

のアプローチについて）報告 

・今後の対応策について（外国人の採用につい

て町内事業所の情報を収集する） 

令和元年７月１７日 ・これまでの経緯説明（退職者や有資格者への

アプローチ報告、企業ガイダンス参加等） 

・現状の課題と今後の取組みについて 

令和元年９月２日 ・外国人技能実習制度の説明を受ける（つねい

し介護福祉協同組合より） 

令和元年９月２５日 ・桃源の家係長職以上との意見交換会を実施 

令和元年１０月３１日 ・桃源の家１０月末の人員体制、課題について 



令和元年１１月８日 ・職員確保策別に３分科会（求人力強化、職場

環境改善、若手介護人材不足）の設置を決定 

 以降分科会で職員確保策について協議等を実  

 施 

令和元年１２月１８日 ・各分科会での取組み報告 

令和元年１月２２日 ・各分科会での取組み報告 

・以降各分科会での職員確保策の実施について、

今年度末までに理事会等の承認を得て、当委

員会を終了する。確保策の実行状況は次年度

の理事会で報告。 

 

   理事会において、「若手介護人材不足」分科会で協議した「外国人介護技能実

習生の受入れ」を決議しました。 

 

（５）高齢者福祉事業部会及び児童福祉事業部会 

    ＜高齢者福祉事業部会＞ 

開 催 日 議      題 

平成３１年４月２２日 ・平成３０年度実績報告 

・今年度の部会運営について 

・各事業所における検討課題について 

令和元年７月２９日 ・平成３１年度事業進捗状況報告 

・介護ソフトの統一について 

 

    ＜児童福祉事業部会＞ 

開 催 日 議      題 

平成３１年４月８日 ・今年度の部会運営について 

令和元年７月１６日 ・第１四半期の各保育所の事業進捗状況報告 

・保育所のパンフレット作成について 

令和元年１０月２９日 ・第２四半期期の各保育所の事業進捗報告 

 

（６）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。 

 

 



 （７）広報担当者会議 

     広報誌「さくらだより」（令和元年８月第４０号、令和元年１２月第４１号）

を発行し、またホームページのリニューアルのための検討を行い、令和元年９

月に新たなホームページを公開致しました。 

 

以上 


