
平成２７年度　事 業 報 告

社会福祉法人　福成会



Ⅰ．全体総括

Ⅱ．重点事業項目

（１）高齢者福祉施設を中心とした地域密着型施設整備の検討

（３）社会福祉法人制度見直しに向けた対応

（４）法人内組織の見直し

（５）職員の処遇改善を目的とした、各種規則の改正 

平成２７年度　社会福祉法人福成会　事業報告

　平成２７年度は久留米市の第６期高齢者福祉計画及び介護保険計画に基づき、地域密着型特別養護老

人ホーム１４５床と地域密着型認知症対応型共同生活介護５４床の整備事業者の募集が行われた。本法

人も中期計画および事業計画に基づき、施設整備事業者として応募した結果、久留米市から認知症高齢

者グループホームの整備事業者として選定された。社会福祉法人である本法人には地域密着型特別養護

老人ホームという選択肢もあったが、より家庭的な雰囲気に近い認知症高齢者グループホームが、法人

の理念であるカトリックの愛の精神に根ざした運営を実践するのにふさわしいと判断し、それを選択し

た。名称もグループホームメゾンマリアに決定した。一方で社会福祉法人を取り巻く環境は激変してお

り、社会福祉法人制度見直しを中心とした改正社会福祉法が成立したことにより、これから様々な対応

の必要がある。経営的には今年度は国が示した介護報酬マイナス改定の影響で、介護保険事業は大きく

減収となったが、障害者支援施設における人員配置加算等の見直しや不採算事業から撤退などの対応で

障害福祉サービス等報酬が伸び、結果として前年比を上回る収入を得ることが出来た。既存の職員から

も管理職を増やし、キャリアパス規程により正職員に登用するなど、一定の人件費増はあったが、それ

らを増収によりカバーした。また、法人としては初めて障害者雇用に取り組み、法定雇用率４％を達成

することが出来た。就労継続支援B型事業においても前年を上回り、かつ、工賃においては最低賃金の

５０％以上を支給でき、一定の成果を得ることが出来た。それらを踏まえ平成２７年度事業報告を以下

のとおり行う。

（２）中期計画の見直しと第三者評価受審に向けた取り組み

　久留米市が第６期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画における施設整備事業者を募集したこ

とにより、本法人は事業計画に基づき認知症対応型グループホームの施設整備事業者に応募し、

それに選定された。特別養護老人ホームや小規模多機能居宅介護等の事業も検討した中から、本

法人のカトリックの理念に相応しい運営が出来ると思われる認知症高齢者グループホームを選択

した。設計監理業者および施工業者も決定し、平成２８年度の開設に向けて、法人全体で取り組

む。

　中期計画の見直しは平成２８年３月３１日に成立した改正社会福祉法と認知症高齢者グループ

ホーム新築計画の動向を見据えて、新たに計画することとした。現中期計画にある地域密着型特

別養護老人ホームの建設については、結果として認知症高齢者グループホームに取り組むことに

なった。また、福祉サービス第三者評価の受審については、事業ごとに年に一度の評価を受けて

いくことが決定した。

　社会福祉法人制度見直しを中心とした改正社会福祉法が成立したことにより、平成２８年度も

引き続き、それに対応した法人運営を心がける必要がある。日本経済新聞に掲載されたキヤノン

グローバル戦略研究所のレポート以来、社会福祉法人全体に対して昨今の世論からの指摘は厳し

いものとなっているが、そのような意見は意識しつつも、本法人の向かうべき方向性を見誤らな

いよう今後も取り組んでいく。

　法人内事務局体制の見直しを行い、新たな組織作りに取り組んだ。現職員の中から部長職、次

長職を任命し、課長職以上の役職者を新たに任命した。新たに、メゾンマリア事業における施設

長および管理者の選任を行った。

　介護報酬、障害福祉サービス等報酬ともに厳しい改定となったが、より効果的で人道的な経営

を探求し、給与面をはじめ職員の処遇向上に取り組んだ。具体的には改正パートタイム労働法に

対応し雇用契約期間が５年を超えた時点で、正職員もしくは無期労働契約への転換ができるよう

規定を変更し、あわせてキャリアパス規程に基づき、契約職員から正職員への転換を行った。ま

た、必要な資格を取得した者等、特に優秀であるとの所属長の推薦を受けた契約職員は、雇用期

間が５年に満たない場合であっても面接試験を行い、合格すれば正社員又は無期労働契約への転

換ができるという条文を追加し、資格を取得した職員等の正職員への転換を図ることとした。



（６）障害者雇用への取り組みと福祉的就労における工賃の向上

（７）ウェルフェアマリア事業の再編と地域移行の推進

１．理事会の開催

④基本財産の担保提供（案）

承認

承認

平成27年度第6回理事会

①補助金の交付決定報告（案） 承認

承認

③認知症高齢者対応型共同生活介護整備計画（案）

⑤建設資金借入申込（案）

12月18日

④地域密着型認知症高齢者対応型共同生活介護設置計画（案） 承認

⑤平成27年度資金収支補正予算（案） 承認

②理事長専決事項の報告（案） 承認

③社会福祉法人等指導監査および障害者支援施設実地指導の結果（案） 承認

承認

⑦その他（案） 承認

平成27年度第4回理事会

①事業実績および経理実績の報告（案） 承認

⑥既定の制定および諸規程の改正（案）

③経理規程の変更（案）

承認

承認

④実施設計工事監理業者の選定（案）

6月1日

承認

承認

⑤その他（案）

承認

①理事長専決事項の報告（案）

⑥基本財産の担保提供（案）

3月2日

平成27年度第3回理事会

③介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号の規定に該当しない旨の誓約（案）

平成27年度第5回理事会平成28年

承認

承認

①理事長の互選（案） 就任

平成27年度2回理事会

承認

②その他

承認

⑧その他（案）

③平成26年度監事監査報告（案） 承認

⑤規程等の変更（案）

⑤その他（案）

承認

①認知症対応型共同生活介護整備事業応募（案）

承認

④土地の登記報告（案）

承認

承認

承認

④グループホーム基本設計に係る業者選定（案）

②定款の変更（案）

承認②施工業者の選定方法（案）

⑦指導監査および実地指導の結果（案）

結　果

平成27年 5月27日

承認

承認

承認

承認

11月14日

承認

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

①平成26年度事業報告（案）

2月15日

平成27年度第1回理事会

②久留米市暴力団排除条例に係る誓約（案）

②平成26年度決算（案）

⑥その他（案）

　障害者雇用状況については、法定雇用障害者算定の基礎となる労働者数に対し、障害者実雇用

率４％を達成することが出来た。また就労継続支援Ｂ型事業においては、主たる事業所と従たる

事業所であるワークショップマリアの利用者工賃で年間を通して最低賃金の５０％超（平均時給

４０９円）という目的を達成でき、次年度においても引き続き、目標工賃達成加算Ⅰの取得を申

請することが出来ることになった。就労継続支援Ｂ型事業としては、現時点で全国上位１０％以

内の工賃水準を達成出来ているが、今後さらなる充実を図りたい。

　今年度は久留米市重症心身障害児・者地域生活支援事業コーディネート会議に参加したが、

マッチングが上手くいかず、事業の対象となる医療的ケアを必要とする障害児の受け入れには繋

がらなかった。しかしながら、常勤看護職員を３名配置し、事業所独自に療育センター等での実

習を行うなどして、１８歳に達したことで重症心身障害児のサービスが使えなくなった医療的ケ

アが必要な重症心身障害者の受け入れを生活介護事業において行った。初めての試みであった

が、自信がなかったスタッフも経験を重ねることで、次のステップに進む切っ掛けになったと言

える。



２．評議員会の開催

３．法人運営に関する報告事項

⑤規程の変更（案） 承認

⑥その他（案） 承認

③平成28年度事業計画（案） 承認

④平成28年度資金収支予算（案） 承認

①入札の結果および建築工事請負契約締結（案） 承認

②平成27年度第二次資金収支補正予算（案） 承認

3月30日 平成27年度第5回評議員会

3月2日 平成27年度第4回評議員会

①補助金の交付決定報告（案） 承認

②施工業者の選定方法（案） 承認

③経理規程の変更（案） 承認

④基本財産の担保提供（案） 承認

⑤その他（案） 承認

⑦指導監査および実地指導の結果（案）

承認

⑧その他（案）

承認

⑤建設資金借入申込（案）

承認

⑥基本財産の担保提供（案）

承認

③認知症高齢者対応型共同生活介護整備計画（案）

承認

④実施設計工事監理業者の選定（案）

承認

平成27年度第3回評議員会

①理事長専決事項の報告（案） 承認

②定款の変更（案） 承認

⑦その他（案） 承認

平成28年 2月15日

⑤平成27年度資金収支補正予算（案） 承認

⑥既定の制定および諸規程の改正（案） 承認

①事業実績および経理実績の報告（案） 承認

④地域密着型認知症高齢者対応型共同生活介護設置計画（案） 承認

⑤規程の変更（案） 承認

承認

承認

承認

④平成28年度資金収支予算（案） 承認

⑥理事・監事の選任（案）

⑤規程の変更（案）

承認

結　果

承認

②平成26年度決算（案）

③平成28年度事業計画（案） 承認

3月30日 平成27年度第7回理事会

②平成27年度第二次資金収支補正予算（案） 承認

①入札の結果および建築工事請負契約締結（案）

⑥その他（案）

6月1日 久留米市障害者福祉課へ定款変更届（基本財産の追加）

③社会福祉法人等指導監査および障害者支援施設実地指導の結果（案） 承認

承認

6月26日

6月1日

労働基準監督署へ就業規則等の変更届提出

承認

承認

地域密着型特養整備事業説明会（久留米市）

7月2日

福祉医療機構へ事業報告書の提出（オンライン）

②理事長専決事項の報告（案）

久留米市長へ社会福祉法人現況報告書提出

承認

承認

7月10日

6月25日

6月25日

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

平成27年 5月29日

内　　　　　　　　　　容

ウェルフェアマリア職員配置加算変更届の提出（久留米市）

①平成26年度事業報告（案）

平成27年 5月27日

年　月　日

平成27年度第1回評議員会

③平成26年度監事監査報告

⑦その他

④土地の登記報告（案）

12月18日 平成27年度第2回評議員会

福岡法務局へ資産総額変更登記提出

6月3日

久留米市長寿支援課へケアハウス施設長変更届

高年齢者、障害者雇用状況報告の提出（ハローワーク）

6月18日

公益法人等の収支計算書の提出（久留米税務署）



４．監事監査の実施

５．社会福祉法人・社会福祉施設監査

６．集団指導

７．集団給食施設一斉監視

８．聖マリアグループ関連法人調整会議の実施

９．役員等研修会

１０．苦情処理第三者委員会報告会

１）出席者・・・ 大石弁護士・青木監事（第三者委員）

井手信・下川雅文・平島範親・原口頼人・東町英治・笹渕史彦（法人職員）

２）開催日・・・８月１０日

１１．運営管理委員会の開催

１）出席者・・・井手信・下川雅文・平島範親・原口頼人・東町英治・笹渕史彦

２）開催日・・・原則、毎月１回（平成２７年度は１２回実施）

３）審議事項・・運営実績報告・各事業からの報告・評議員会・理事会の議案等

１２．人権・同和問題啓発研修

障害居宅介護　集団指導 久留米市

久留米市

内容 実施者

障害者支援施設　集団指導

障害者支援施設ウェルフェアマリア

平成27年 6月11日

平成27年 7月9日

久留米市

平成27年 6月9日 通所介護・訪問介護事業所　集団指導 久留米市

平成27年

開催日

平成27年

開催日 内容

久留米市

実施者

7月6日

8月3日

10月26日

4月27日平成27年

グループホームメゾンマリア新築工事指名競争入札

会等の名称

開催日 内容

平成27年 10月22日

9月28日

理事長・事務局長

平成27年 10月21日 ケアハウスメゾンマリア監査 久留米市

認知症対応型共同生活介護整備事業ヒアリング

平成２７年度認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付決定

認知症高齢者グループホーム整備事業選定通知受理

12月25日

1月23日

法人・障害者支援施設ウェルフェアマリア監査

補助者

補助者

社会福祉法人役員研修会

久留米市

実施者

経理実績報告・高齢者福祉事業の展開など

出席者研修会等の名称

認知症高齢者GH計画・事業計画

7月15日

6月8日

理事長・事務局長6月8日

居宅介護支援事業所　集団指導

久留米市

ケアハウスメゾンマリア 久留米市

6月12日

6月17日

開催日

平成27年

5月13日

開催日

2月8日

10月14日

平成28年 2月19日

久留米地区「企同推」第２回推進員研修会

久留米地区「企同推」第３回推進員研修会 推進員

平成27年

内容

監事監査

平成28年

2月26日

認知症対応型共同生活介護整備事業者公募に関する応募

3月30日

平成27年 5月20日

11月30日

経理実績報告・認知症GH・セントラルキッチンの提案など

経理実績報告・久留米市認知症高齢者GH計画

平成27年度事業計画・予算

開催日

理事長・事務局長

理事長・事務局長

経理実績報告・社会福祉法人制度改革など

開催日

平成27年

理事長・事務局長

出席者

監事

平成26年度決算報告・高齢者福祉事業の展望など

内容・提案事項 出席者

実施者

久留米市公的介護施設等整備補助金交付申請書提出

12月7日 理事長・事務局長

2月16日

理事長・事務局長

グループホームメゾンマリア新築工事指名通知

8月21日 福岡県企業経営者人権啓発セミナー 補助者

3月7日

久留米地区「企同推」総会・第１回推進員研修会

理事長・事務局長

認知症高齢者GH計画・マイナンバー制度への対応

平成２６年度処遇改善加算実績報告の提出（久留米市）7月28日



１３．認知症対応型サービス事業開設者研修

１４．広報誌の発行

１５．カトリック的理念に基づく勉強会

開催日 研修会等の名称 出席者

認知症対応型サービス事業開設者研修 理事長

平成28年 3月31日

10月30日

平成27年 8月3・4日

福成会だより35号発行 新春の挨拶

平成27年 6月26日 福成会だより33号発行 事業報告・決算報告

福成会だより34号発行 夏祭り・フェスティバル報告

広報誌の発行 備考内容発行日

4月30日

5月1日

開催日

平成27年 4月17日 理事長・事務局長

法人理念について　 メゾンマリア職員

法人理念について　 ウェルフェアマリア職員

内容・提案事項 出席者

キリスト教精神に基づく「グローバル展開」菊池功司教様

9月14日 福成会の理念 メゾンマリア職員

8月5日

9月16日 福成会の理念 ウェルフェアマリア職員

聖マリア学院大学カトリック研修　森山信三神父様 理事長・事務局長


