
平成２２年度　事 業 報 告 書

社会福祉法人　福成会

法　人　本　部



１．全体総括

２．法人運営に関する事業

9月14日 平成23年度社会福祉施設等耐震化等整備事業事前協議通知受理

3月7日 障害者支援施設大成園（仮称）新築工事入札指名通知

久留米市長へ福祉貸付資金借入金に係る市町村意見書依頼

2月3日 社会医療法人雪の聖母会へ外構工事の承諾依頼

2月24日 福祉医療機構福祉貸付資金借入申込書提出

3月10日

2月17日

久留米市へ平成22年度入所者処遇特別職員加算費申請書提出

1月29日 平成23年度介護職員処遇改善交付金の申請

1月26日 朝倉市長、筑前町長に新体系移行促進事業費補助金申請

現場説明会入札会中止のお知らせ

1月29日 平成23年度福祉・介護人材処遇改善助成金の申請

2月3日 社会医療法人雪の聖母会へ大成園周辺土地の交換について依頼

1月20日 福岡法務局へ社会福祉法人変更登記申請書提出

1月20日 設計監理業者選定に係る見積書の提出依頼

平成22年度第5回理事会・評議員会

社会福祉施設届出事項変更届を久留米市障害者福祉課に提出

1月14日 久留米市長へ給与支払報告書提出

11月30日

9月29日

9月15日

平成22年度福祉・介護人材処遇改善助成金キャリアパス要件届出

3月30日 障害者支援施設大成園（仮称）新築工事入札指名通知

平成21年度福祉・介護人材処遇改善助成金の実績報告提出

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

平成22年度軽費老人ホーム運営費補助金交付申請書

平成21年度介護職員処遇改善交付金の実績報告の提出

平成21年度軽費老人ホーム補助金実績報告書提出

平成22年度福岡県障害者自立支援基盤整備事業実施協議書の提出

8月10日

定款変更認可申請書を久留米市に提出

福岡県知事へ介護保険法に規定する変更届

社会医療法人雪の聖母会へ理学療法士等の派遣依頼提出9月6日

9月24日

久留米市に入札立ち会いのお願い

12月10日 平成22年度第4回理事会・評議員会

1月26日

1月17日 久留米市長寿支援課へ軽費老人ホーム運営費補助金追加申請書

平成22年 4月16日

8月4日

8月6日

8月7日

4月28日

4月28日

5月12日

5月27日

社会福祉施設届出事項変更届を久留米市長寿支援課に提出

平成23年度社会福祉施設等耐震化等整備事業事前協議書提出

5月19日 平成21年度事業報告に係る監事監査

7月27日 平成22年度第2回理事会・評議員会

7月14日 平成21年度事業実績報告書を福祉医療機構に提出

3月30日 平成22年度第6回理事会・評議員会

3月30日

　我が国は、経済復興へむけ緩やかに景気が回復しようかという時期に、未曽有の危機、東

日本大震災にみまわれ、同時に新たな障害者福祉施策や高齢者福祉施策および介護保険制度

も先行きの見えない状況となったと言える。そのような中、本法人は７月に施設長の異動に

よる法人組織改編、就業規則の統一化、キャリアパス規程の制定、１０月には大成園におい

て障害者自立支援法に基づく新体系への移行を完了し、何より平成２３年１月に平成２２年

度社会福祉施設等耐震化等整備事業に係る補助の内示を受け、かねてより法人の懸念事項で

あった大成園の建て替えに着手することになった。今もなお震災復興への道筋が見えない

中、多額の補助を受けることについては、身の引き締まる思いであるが、平成２２年度につ

いては、本法人にとって大きな変革の年であった。以下に平成22年度事業報告として理事の

職務執行状況および法人業務の執行状況を報告する。

平成23年 1月12日 平成22年度社会福祉施設等耐震化等整備事業に係る補助の内示

9月18日 平成22年度第3回理事会・評議員会

9月29日 平成22年度介護職員処遇改善交付金キャリアパス要件届出

平成22年度第1回理事会・評議員会



３．理事会の開催

平成22年 5月27日 平成22年度第1回理事会

（４）旧法身体障害者入所授産施設指定辞退届の提出について 承認

（２）施設長および管理者の任免について

（５）諸規程の一部改正について 承認

承認

7月27日 平成22年度第2回理事会

（１）事業運営実績報告 承認

承認

（１５）その他 承認

承認

（１４）積立金の取崩しについて

（１１）基本財産の処分について 承認

（１２）福祉医療機構借入申込について 承認

（１３）基本財産の担保提供について 承認

（９）入札予定価格について 承認

（１０）入札に立ち会う理事等の選任について 承認

平成22年度第3回理事会

（５）積立金の取り崩しについて 承認

（３）移行時特別積立金の取崩額の報告について

（７）入札参加業者の指名について 承認

（８）入札の日時場所について 承認

承認

（６）施工業者の選定方法について 承認

（２）確認事項の報告について 承認

承認

（４）理事長専決事項の報告について 承認

（４）福岡県障害者自立支援基盤整備事業実施に伴う土地の取得 承認

（２）土地の取得について

12月10日

平成23年

9月18日

承認

（３）定款の変更について 承認

（１）事業運営実績報告 承認

（２）障害者自立支援法に基づく新体系移行計画について 承認

3月30日 平成22年度第6回理事会

（９）社会医療法人雪の聖母会に対する地上権登記設定の依頼 承認

（１０）その他

（１）工事請負業者指名結果の報告について 承認

承認

承認

承認

（２）不動産取得税の非課税について

結　果

（６）規則の制定 承認

（７）その他 承認

（１）平成21年度事業報告

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

（２）平成21年度一般会計及び授産施設会計決算について

（３）平成21年度監事監査報告

（３）定款の変更について 承認

（４）諸規程の一部改正について 承認

（５）規則の制定 承認

（６）移行時特別積立金の取り崩しについて 承認

（７）福岡県障害者自立支援基盤整備事業について 承認

（８）大成園耐震化整備事業について 承認

（３）規則の制定 承認

（６）従たる事業所開設計画について 承認

（７）大成園耐震化整備事業について 承認

（８）社会医療法人雪の聖母会との土地の等価交換について 承認

（９）理事長専決事項の報告について 承認

（１０）その他 承認

（１）事業運営実績報告 承認

平成22年度第4回理事会

（５）社会医療法人雪の聖母会との土地の等価交換について 承認

承認

（６）大成園耐震化整備事業等について 承認

（８）平成22年度資金収支第一次補正予算について 承認

（７）福祉医療機構借入申込について 承認

（９）その他 承認

1月26日 平成22年度第5回理事会

（４）平成22年度資金収支第二次補正予算について 承認

（５）設計監理業者の選定について

承認

（１）平成22年度社会福祉施設等耐震化等整備事業に係る補助の

　　　内示について



４．評議員会の開催

（４）事業運営実績報告 承認

（３）福祉医療機構からの借入申込受理報告について 承認

（５）諸規程の一部改正について 承認

（３）平成21年度監事監査報告 承認

（４）旧法身体障害者入所授産施設指定辞退届の提出について 承認

（１）平成21年度事業報告 承認

（２）平成21年度一般会計及び授産施設会計決算について 承認

平成22年 5月27日 平成22年度第1回評議員会

（５）土地の等価交換変更について 承認

（６）障害者支援施設大成園（仮称）新築計画について 承認

（７）平成22年度資金収支第三次補正予算について 承認

（１１）諸規程の変更について 承認

（８）平成22年度事業計画について 承認

（９）平成23年度資金収支予算について 承認

（１２）積立金の取り崩しについて 承認

（１３）管理職の任免について 承認

（１０）就労継続支援B型従たる事業所開設計画について 承認

（１４）その他 承認

年　月　日 内　　　　　　　　　　容 結　果

（６）規則の制定 承認

（７）その他 承認

7月27日 平成22年度第2回評議員会

（１）事業運営実績報告 承認

（２）施設長および管理者の任免について 承認

（３）定款の変更について 承認

（４）諸規程の一部改正について 承認

（５）規則の制定 承認

（６）移行時特別積立金の取り崩しについて 承認

（７）福岡県障害者自立支援基盤整備事業について 承認

（８）大成園耐震化整備事業について 承認

（９）社会医療法人雪の聖母会に対する地上権登記設定の依頼 承認

（１０）その他 承認

9月18日 平成22年度第3回評議員会

（１）事業運営実績報告 承認

（２）障害者自立支援法に基づく新体系移行計画について 承認

（３）規則の制定 承認

（４）福岡県障害者自立支援基盤整備事業実施に伴う土地の取得 承認

（５）積立金の取り崩しについて 承認

（６）従たる事業所開設計画について 承認

（７）大成園耐震化整備事業について 承認

（８）社会医療法人雪の聖母会との土地の等価交換について 承認

（９）理事長専決事項の報告について 承認

（１０）その他 承認

12月10日 平成22年度第4回評議員会

（１）事業運営実績報告 承認

（２）土地の取得について 承認

（３）移行時特別積立金の取崩額の報告について 承認

（４）理事長専決事項の報告について 承認

（５）社会医療法人雪の聖母会との土地の等価交換について 承認

（６）大成園耐震化整備事業等について 承認

（７）福祉医療機構借入申込について 承認

（８）平成22年度資金収支第一次補正予算について 承認

（９）その他 承認

平成23年 1月26日 平成22年度第5回評議員会

（１）平成22年度社会福祉施設等耐震化等整備事業に係る補助の

承認

　　　内示について

（２）確認事項の報告について 承認

（３）定款の変更について 承認

（４）平成22年度資金収支第二次補正予算について 承認

（５）設計監理業者の選定について 承認



５．運営管理委員会の開催

１）出席者・・・井手信・岡由紀子・下川雅文・原口頼人・生島智之・平島範親

２）開催日・・・原則、毎月１回（平成２２年度は１３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

６．人権・同和問題啓発研修

７．法人全体研修

８．広報

平成23年 2月15日

広報誌の発行発行日 備考

福成会だより２０号発行

苦情受付・解決状況報告など平成22年 6月15日

10月30日

苦情受付・解決状況報告など

平成23年 1月28日 「普通救命講習」　　久留米市消防本部 33名

福成会だより１８号発行

福成会だより１９号発行 苦情受付・解決状況報告など

内容

開催日 研修会等の名称 出席者

平成22年 11月29日 「人間力を育む」　　福成会理事　講師　岩﨑 充孝　先生 40名

（６）施工業者の選定方法について 承認

（７）入札参加業者の指名について 承認

（８）入札の日時場所について 承認

（９）入札予定価格について 承認

（１０）入札に立ち会う理事等の選任について 承認

（１１）基本財産の処分について 承認

（１２）福祉医療機構借入申込について 承認

（１３）基本財産の担保提供について 承認

（１４）積立金の取崩しについて 承認

（１５）その他 承認

3月30日 平成22年度第6回評議員会

（１）工事請負業者指名結果の報告について 承認

（２）不動産取得税の非課税について 承認

（３）福祉医療機構からの借入申込受理報告について 承認

（４）事業運営実績報告 承認

（５）土地の等価交換変更について 承認

（６）障害者支援施設大成園（仮称）新築計画について 承認

（７）平成22年度資金収支第三次補正予算について 承認

（８）平成22年度事業計画について 承認

（９）平成23年度資金収支予算について 承認

承認

（１０）就労継続支援B型従たる事業所開設計画について 承認

（１１）諸規程の変更について 承認

2月23日 平成22年度久留米地区「企同推」第3回研修会 推進員

（１４）その他 承認

平成22年 6月24日

10月18日 平成22年度久留米地区「企同推」第2回研修会 推進員

平成22年度久留米地区「企同推」委員会総会・研修会 推進員

研修会等の名称 出席者開催日

（１２）積立金の取り崩しについて 承認

（１３）管理職の任免について


