
平成２３年度　事 業 報 告 書

社会福祉法人　福成会

法　人　本　部



Ⅰ．全体総括

Ⅱ．重点事業報告

　(1)東日本大震災復興に向けた支援

　(2)社会福祉施設等耐震化等整備事業に伴う大成園の改築

　(3)久留米市中心市街地における就労継続支援B型事業

　(4)大成園改築に伴う、法人所在地の移転手続き

　(5)任期満了に伴う理事および評議員の選任

　(６)新たな事業の企画検討

　(７)新会計基準へ向けた準備および就労支援事業会計基準による会計処理

　(８)法人内におけるリスクマネジメントの徹底

　(９)キャリアパス規程に沿った、法人内組織改編

　未曽有の大災害となった、３．１１東日本大震災は大きな衝撃と傷跡を我が国に残し、福

島原発問題も解決へのシナリオが見えこない。そのような中においても被災者の心に寄り添

いつつ、本法人は地域の模範となるべく高齢者福祉の運営を行い、障害者が地域の関わり、

地域を活性化するために久留米市中心市街地における就労継続B型事業所・共に働く場まちづ

くりワークショップマリアの開設を試みた。同時に平成２２年度久留米市社会福祉施設等耐

震化等整備事業により、長年の懸念事項であった大成園の老朽化問題を解決すべく施設整備

に着手した結果、解体工事・外構工事を残しつつも、年度内に新しく生まれ変わった障害者

支援施設ウェルフェアマリアの竣工を迎えることが出来た。これらを踏まえ平成２３年度事

業報告を以下により報告する。

　各施設・事業所においてリスクマネジメント委員会を組織し、毎月報告と検証を行った。

重要と思われる事故等については速やかに理事長に報告し、同時に福岡県、久留米市、その

他援護市町村、家族等への連絡と報告を行った。

　キャリアパス規程および初任給・昇格・昇給等に関する規則等に基づき、課長３名、主任

４名を新たに任命し、ケアハウス、デイサービスセンター、ホームヘルプサービス、生活介

護、就労継続支援Ｂ型、就労移行支援、事務部門にそれぞれ配置した。職員の退職等によ

り、現在空席になっているポストもあるので、適正な人材の配置を検討する必要がある。

　今年度は旧授産施設会計基準から就労支援会計基準に移行し、決算処理を行った。新会計

基準移行についてはソフトウェアの選定を慎重に行うこととし、平成２７年度予算までに移

行する方向となった。

　規模が小さい当法人は、職員等への募金の呼びかけを行い、有志を募り、日本障害フォー

ラム等を通じ、職員派遣等を行った。結果のべ１０名の職員等が東北地方へ向かい、ボラン

ティア等に参加した。引き続き出来る限りの支援を行い、被災者の気持ちに寄り添う。

　震災の影響等により、工事の遅れが生じたが、年度内に新建物の竣工を迎えることが出来

た。理事会において、障害者支援施設ウェルフェアマリアに名称が決定した。

　平成２４年３月２９日の理事会において、法人の事務所移転に伴う承認を得た（久留米市

上津町字向野２２２８番地の３２１）。現在、久留米市健康福祉部障害者福祉課に定款変更

認可の申請中であり、認可後速やかに登記手続きを行う。

　久留米市中心市街地である一番街（久留米市東町３２－３）において、障害者支援施設の

従たる事業所として「共に働く場まちづくりワークショップマリア」を開設した。経営を安

定化させる課題はあるものの、地元企業からの印刷等の発注も増え、順調に初年度を終える

ことが出来た。

　平成２３年４月２０日の理事会において、前評議員が重任することが認められ、全員から

就任承諾を得た。平成２３年５月２８日の評議員会において、前理事・前監事が重任するこ

とが認められ、全員から承諾を得た。同日の理事会において井手信理事が代表理事として互

選された。

　久留米市第５期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画が策定されたことにより、２９床の

地域密着型特別養護老人ホームと２４時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護の設置の検討

があげられた。平成２４年度事業計画にて引き続き検討することになった。



１．理事会の開催

２．評議員会の開催

①平成２３年度久留米市中心市街地商店街活性化パートナー出店

促進事業費補助金交付決定について（案）

承認

①平成２３年度久留米市中心市街地商店街活性化パートナー出店

促進事業費補助金交付決定について（案）

承認

②平成２３年度指定居宅サービス事業者等および指定障害福祉

サービス事業者等への指導の結果について（案）

承認

平成23年度第2回評議員会

承認

平成23年度第4回理事会

承認

⑧監事の選任（案）について 承認

⑨その他 承認

⑥平成２２年度監事監査報告について 承認

⑦理事の選任（案）について 承認

④平成２２年度事業報告（案）について 承認

⑤平成２２年度一般会計及び授産施設会計決算（案）について 承認

②厨房機器等に係る物品の購入（案）について 承認

③障害者支援施設大成園（仮称）新築計画（案）について 承認

5月28日

年　月　日 内　　　　　　　　　　容 結　果

③障害者支援施設ウェルフェアマリア新築計画（案）について

承認

3月29日 平成23年度第5回理事会

承認

⑦その他 承認

平成24年

⑤諸規程の一部改正（案）について 承認

⑥平成２２年度監事監査報告について 承認

⑦理事長の選任（案）について 重任

④平成２２年度事業報告（案）について 承認

⑤平成２２年度一般会計及び授産施設会計決算（案）について 承認

②厨房機器等に係る物品の購入（案）について 承認

③障害者支援施設大成園（仮称）新築計画（案）について 承認

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

②従たる事業所工事請負契約（案）について

③諸規程の変更（案）について

結　果

①障害者支援施設大成園（仮称）新築計画（案）について 承認

承認

承認

平成23年 4月20日 平成23年度第1回評議員会

①障害者支援施設大成園（仮称）新築計画（案）について 承認

②従たる事業所工事請負契約（案）について 承認

③諸規程の変更（案）について 承認

④その他 承認

承認

①障害者支援施設ウェルフェアマリア新築計画（案）について 承認

②事業運営の実績報告について（案） 承認

③共に働く場まちづくりワークショップマリアについて（案） 承認

12月16日

①事業運営実績報告について（案）

9月2日

⑧その他

⑥その他

⑤諸規程の変更（案）について

承認

承認

④ウェルフェアマリアにおける備品等の購入（案）について 承認

④建設予定地の取得状況および定款の変更について（案） 承認

③障害者支援施設ウェルフェアマリア新築計画について（案）

②社会福祉法人等指導監査の結果について（案）

承認

⑦平成２４年度事業計画（案）について 承認

⑥平成２３年度資金収支第二次補正予算（案）について 承認

承認

④定款の変更（案）について 承認

⑤上津町字向野２２２８－６９１と隣接する土地の問題について（案） 承認

①運営実績報告について（案）

⑥平成23年度資金収支第一次補正予算（案）について

⑨その他 承認

⑤その他 承認

5月28日 平成23年度第2回理事会

⑧平成２４年度資金収支予算（案）について

平成23年 4月20日 平成23年度第1回理事会

④評議員の選任（案）について 承認

承認

平成23年度第3回理事会



３．法人運営に関する事業

12月26日 指導監査改善報告書提出

10月19日 立石氏へ通行地役権登記依頼

11月4日 社会福祉法人定款変更届出書の提出

平成23年度第2回理事会・評議員会

⑧平成２４年度資金収支予算（案）について 承認

⑨その他 承認

⑥平成２３年度資金収支第二次補正予算（案）について 承認

⑦平成２４年度事業計画（案）について 承認

④定款の変更（案）について 承認

⑤諸規程の変更（案）について 承認

③障害者支援施設ウェルフェアマリア新築計画（案）について 承認

②平成２３年度指定居宅サービス事業者等および指定障害福祉

サービス事業者等への指導の結果について（案）

承認

①運営実績報告について（案） 承認

平成24年 3月29日 平成23年度第5回評議員会

⑦その他 承認

⑤諸規程の一部改正（案）について 承認

⑥平成23年度資金収支第一次補正予算（案）について 承認

③障害者支援施設ウェルフェアマリア新築計画について（案） 承認

④ウェルフェアマリアにおける備品等の購入（案）について 承認

①事業運営実績報告について（案） 承認

②社会福祉法人等指導監査の結果について（案） 承認

12月16日 平成23年度第4回評議員会

⑥その他 承認

④建設予定地の取得状況および定款の変更について（案） 承認

⑤上津町字向野２２２８－６９１と隣接する土地の問題について（案） 承認

②事業運営の実績報告について（案） 承認

③共に働く場まちづくりワークショップマリアについて（案） 承認

9月2日 平成23年度第3回評議員会

①障害者支援施設ウェルフェアマリア新築計画（案）について 承認

6月1日 共に働く場まちづくりワークショップマリア開所

5月28日 福岡法務局へ資産総額の変更登記申請

平成22年度久留米市社会福祉施設等耐震化等整備事業費補助金交付決定通知書受理

社会福祉法人現況報告書の提出

雪の聖母会へ通行地役権登記依頼

5月24日 平成22年度事業報告に係る監事監査

平成23年 4月13日

6月1日

5月31日

6月16日

4月20日

4月27日

5月28日

社会福祉法人基本財産処分承認申請書の提出

平成23年度第3回理事会・評議員会

6月17日

福岡法務局へ理事の重任登記申請

11月14日 久留米市へ耐震化等整備事業に係る工事の遅れについて（報告）

WAM金銭消費貸借契約締結書の提出10月24日

5月10日

久留米市長より基本財産処分の認可8月17日

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

平成23年度第1回理事会・評議員会

久留米市軽費老人ホーム事務費補助金交付申請

平成24年 1月20日 軽費老人ホーム運営費補助金交付申請書提出

11月11日

社会福祉法人定款変更届出書の提出

10月19日

障害者支援施設大成園（仮称）新築工事起工式

9月15日

不動産取得税減免に関する不動産使用証明願申請

3月31日

1月27日

3月14日

障害者支援施設ウェルフェアマリア祝別式および解体工事安全祈願式

雪の聖母会へ土地使用貸借契約依頼

9月2日

8月19日 苦情処理報告第三者委員会

大成園周辺土地の等価交換契約締結

8月28日 WAM金銭消費貸借契約締結届出書の提出

9月13日

7月6日 福岡県宅建協会に不動産業者対応に関する相談

9月14日 社会福祉施設指導監査

社会福祉法人等指導監査

障害者支援施設ウェルフェアマリア表題登記完了

3月27日 障害者支援施設ウェルフェアマリア竣工部分引き渡し

9月28日 上津町字向野2228番321所有権登記完了

10月27日 通行地役権登記、ＷＡＭ抵当権設定登記完了



４．監事監査の実施

５．久留米市法人監査

６．介護サービス等実地指導

７．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２３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

８．苦情処理第三者委員会

９．法人のこれからを考える委員会（理念・運営方針の再構築）

１０．人権・同和問題啓発研修

１１．法人全体研修

１２．広報

１３．東北復興支援関係

平成24年 3月10日 久留米市認知症シンポジウム 推進員

開催日

平成23年度久留米地区「企同推」第2回研修会 推進員

平成23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

久留米市人権啓発研修 推進員

平成23年 6月24日

10月23日

12月3日

出席者

平成23年 11月4日 「普通救命講習」　　久留米市消防本部

広報誌の発行発行日 備考

開催日 研修会等の名称

福成会だより21号発行

苦情受付・解決状況報告など

内容

平成23年

平成24年 1月20日

開催日 会等の名称 出席者

平成23年 5月24日

6月15日

40名

9月15日 久留米市社会福祉法人等指導監査（法人・メゾンマリア）

開催日 会等の名称

久留米市

平成23年

福成会だより23号発行

苦情受付・解決状況報告など

9月15日

苦情受付・解決状況報告など

福成会だより22号発行

監事監査 監事

開催日 会等の名称 実施者

久留米市社会福祉施設指導監査（大成園） 久留米市

平成24年 1月11日 法人理念の検討 4名

第三者委員

出席者

8月19日平成23年

開催日 会等の名称

出席者

苦情処理報告第三者委員会

久留米市

2月2日

9月14日

期間 訪問先 仲介機関 参加者

開催日 会等の名称 実施者

平成24年 平成２３年度指定居宅サービス事業者等および指定障害福祉サー

ビス事業者等への指導

福岡県

12 5～

南相馬市・浪江町 東北関東大震災・共同支援ネットワーク 森田

12 8

30～

岩手・宮城・福島県 東北関東大震災・共同支援ネットワーク 井手

4

6

7

1 20～ 宮城県石巻市・雄勝

町・岩沼市

久留米市老人福祉協議会研修・東日本大震

災被災地視察

岡・北島

1 22

11 7～

石巻市

石巻市渡波　お茶っこサロン「ちょこら

い」

岡

11 15

26～

南三陸町 日本障害フォーラム派遣 加々良

4

8

9

9

2～

南三陸町 日本障害フォーラム派遣 築島

11

23～

南三陸町 日本障害フォーラム派遣 綾部

2

9

10

30～ 南相馬市・石巻市・南

三陸町・気仙沼市

東北関東大震災・共同支援ネットワーク 下川

3

9

10

15～

南三陸町 カリタスジャパン（聖マリア学院大学） 井手

21

3

3


