
平成２６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．重点事業項目

　(１)法人理念および基本方針の理解と実践

　(２)聖マリアグループにおける連携の強化

　(３)事業展開を目的とした土地の取得

　(５)在宅医療の強化に向けた訪問看護事業所開設の検討

　(６)将来の事業展開に向けた専門職員の採用

　想定以上に社会福祉分野の人材が不足していることを感じる一年であり、専門職員採用は非常

に厳しい状況であった。今後もこの傾向は変化しないと思われるため、早い段階から求人計画を

策定し、今後の展開を検討していかなければならない。キャリアパス規程を有効に活用し、モチ

ベーションの高いスタッフの昇格を図りつつ、優秀な人材の確保を展開していく。

　重度障害者の受入などのために機能的に不足している医療看護部門として訪問看護事業所の設

置を揚げたが、昨今の人材不足から既存事業の看護師を確保することだけでも困難な状況であっ

た。訪問看護事業所の開設については社会医療法人雪の聖母会が新たな訪問看護ステーションの

展開も考えていることから、引き続きグループと連携を取りながら、検討していく。

平成２６年度　社会福祉法人福成会　事業報告書

　今年度は、昭和４９年の法人設立から平成７年に聖マリアグループへの参画を経て、新たに法人理念

および基本方針を明文化することで法人全体における理解と意思統一を図り、福成会が「カトリックの

愛の精神」という目的に向かう事業運営を志した年であったと言える。久留米市においては、新しく第

４期障害者福祉計画、第６期高齢者福祉計画および介護保険事業計画が策定される中、本法人もそれら

にあわせ聖マリアグループの意見を聞きながら様々な企画を模索してきた。社会福祉法人に対しては、

公益性・非営利性の徹底、国民に対する説明責任、地域社会への貢献といった制度改革が具体的に示さ

れ、すでに次年度からの介護報酬や障がい者総合福祉報酬の改定は厳しい内容となっているが、本法人

の理念を追求した事業展開により、新たなステージに進まなければならない。以下に平成２６年度社会

福祉法人福成会事業を報告する。

　新たに策定した法人理念および基本方針を、朝礼、研修等を通じて法人内で共有ように取り組

んだ。少なくとも、長く勤務するスタッフにおいては法人理念および基本方針の暗唱が出来るよ

うになった。今後もインターネットや広報誌を活用し、法人内外に向けて、本法人の理念を広く

発信し、利用者、家族、地域住民等から共感を得ることが出来るような事業運営を心がけてい

く。また、職員一人ひとりが理念を理解し、日々の生活の中で如何に実践していくかが問われて

くる。今後も継続して学びながら意識を高め、福祉サービス運営と事業展開に有機的に繋げてい

くことを心がけていく。

 （４）福祉サービス向上のための第三者評価の積極的受審に向けた取り組み

　中期計画に位置付けた第三者評価の積極的受審を視野に入れ、理念と運営方針の教育を中心に

自己評価により各項目で満たしていない個所を改善することを心がけた。第三者評価について

は、現中期計画に基づき、平成28年度までに受審する。

　今年度において大きな成果を上げた事業は、聖マリアグループ関連法人における連携強化で

あった。毎月の調整会議においては、各法人の理事長と事務局長が参加し、それぞれの法人が対

等な立場で意見を述べ、各法人だけに留まらず、グループ全体での将来計画に向けた方向性をま

とめる良い機会となった。具体的な成果としては、聖マリア病院に本法人の就労移行支援事業か

ら２名の障害当事者の就職が決まり、双方にとってメリットのある障害者雇用につなぐことが出

来た。今後、高齢者や障害者福祉分野における連携を密にし、久留米市も大きな期待を寄せる医

療的ケアが必要な障害児等のへの支援などについて、グループ全体での将来構想を話し合う場に

していきたい。

　事業計画において揚げていたメゾンマリアに隣接した久留米市津福本町字草場２７８番１、２

７２番１（８２３．１３㎡）の土地について売り主と交渉し、取得に至った。当面、老人デイ

サービス事業における園芸療法のための畑および送迎車両の駐車を目的をして用いることが決

まったが、今後の具体的な事業計画を検討し、様々な社会福祉事業の展開に向けた有効活用の可

能性を模索していく。



１．理事会の開催

２．評議員会の開催

平成27年

12月19日

3月27日

⑤その他

③平成25年度監事監査報告

承認

①事業運営実績および経理実績の報告（案） 承認

承認

承認

承認

承認

内　　　　　　　　　　容 結　果

④規程の変更（案）について

①平成25年度事業報告（案）について 承認

②平成25年度一般会計及び就労支援事業会計決算（案）について

平成26年度2回評議員会

②平成25年度一般会計及び就労支援事業会計決算（案）について 承認

年　月　日 内　　　　　　　　　　容 結　果

平成26年 5月29日 平成26年度第1回理事会

平成26年 5月29日

年　月　日

②理事長専決事項の報告（案）

①平成25年度事業報告（案）について 承認

承認

平成26年度第3回評議員会

承認

⑦規則・規程等の変更（案）

3月27日

承認

承認

⑤ウェルフェアマリア事業の再編（案）

承認

④聖マリアグループ関連法人調整会議の報告（案）

承認

承認

②理事長専決事項の報告（案）

⑥規程の変更（案）

承認

④規程の変更（案）について 承認

③平成25年度監事監査報告 承認

⑤その他

12月19日 平成26年度2回理事会

承認

①事業運営実績および経理実績の報告（案） 承認

⑤ウェルフェアマリア事業の再編（案） 承認

⑧平成27年度資金収支予算（案） 承認

承認

②理事長専決事項の報告（案）

承認

⑨管理職の任免（案）

③土地取得の進捗状況報告（案）

平成27年

承認

承認

⑪評議員の選任（案）

承認⑩聖マリアグループ関連法人調整会議の報告（案）

承認

①事業運営実績および経理実績の報告（案）

平成26年度第3回理事会

③デイサービスセンターおよびホームヘルプサービスの指定更新報告（案）

承認

⑤平成26年度第一次資金収支補正予算（案）

⑧その他

⑦土地購入について（案）

③デイサービスセンターおよびホームヘルプサービスの指定更新報告（案）

⑫その他（案）

承認

承認

⑦土地購入について（案） 承認

承認

承認

④聖マリアグループ関連法人調整会議の報告（案） 承認

承認

⑥規程の変更（案）

⑧その他

④定款の変更（案）

⑩聖マリアグループ関連法人調整会議の報告（案）

②理事長専決事項の報告（案）

承認

⑥平成27年度事業計画（案） 承認

平成26年度第1回評議員会

⑪その他（案） 承認

①事業運営実績および経理実績の報告（案） 承認

承認

③土地取得の進捗状況報告（案） 承認

④定款の変更（案） 承認

⑤平成26年度第一次資金収支補正予算（案） 承認

⑥平成27年度事業計画（案） 承認

⑨管理職の任免（案） 承認

⑦規則・規程等の変更（案） 承認

⑧平成27年度資金収支予算（案） 承認



３．法人運営に関する報告事項

４．監事監査の実施

５．パートタイム労働法に基づく報告の徴収

６．聖マリアグループ関連法人調整会議の実施

７．役員等研修会

８．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・東町英治・平島範親

２）開催日・・・原則、毎月１回（平成２６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

９．人権・同和問題啓発研修

１０．広報

推進員

理事長・事務局長

福岡法務局へ資産総額変更登記提出

理事長・事務局長

事業実績・経理実績報告・老人ホーム等の検討など

上半期事業実績・経理実績報告・配食サービスの検討など

事業実績・経理実績報告・就労支援事業の再編など

公益法人等の収支計算書の提出

土地の取得に関する不動産売買契約締結

平成26年度久留米地区「企同推」委員会総会・研修会

3月10日 地方税法の規定による不動産使用証明願提出（久留米市）

新規事業展開に向けた土地の選定など

理事長・事務局長

理事長・事務局長

老健における医療的ケアの必要な障害児支援の提案など

理事長・事務局長

理事長・事務局長

事業実績・経理実績報告・障がい児への取り組み

11月17日

理事長・事務局長

12月24日

平成26年 5月29日

6月26日

2月12日

1月10日

平成27年

7月8日

7月5日

平成26年分給与支払報告書の提出（各市町村）

登録免許税法別表に揚げる登記にかかる証明願提出（久留米市）

8月27日

1月10日

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表提出（税務署）

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

社会保険労務委託契約の締結（岡税務労務事務所）9月1日

久留米市長へ社会福祉法人現況報告書提出

出席者

監事監査

3月26日

パートタイム労働法に基づく報告の徴収（福岡労働局）

7月28日 第一四半期事業実績報告・検討課題について

平成26年 5月23日

会等の名称

不動産売買契約締結に伴う土地代金の支払

監事

開催日

各法人事業計画進捗状況、平成２５年度決算状況

事務局長

3月10日

軽費老人ホーム運営費補助金交付申請（久留米市）

1月12日

10月20日

1月26日

平成26年

5月14日

福祉医療機構事業報告書提出

理事長・事務局長

内容・提案事項 出席者

各法人の理念の確認、今後の会議の方針

開催日

出席者研修会等の名称

福成会だより31号発行 夏祭り・フェスティバル報告

広報誌の発行

平成26年度　えせ同和防止　企業訪問 5名

平成26年度　久留米地区「企同推」委員会研修会

備考

福成会だより32号発行 新春の挨拶

平成26年 6月3日 福成会だより30号発行 事業報告・決算報告

発行日

平成27年 3月10日

10月15日

10月31日

内容

10月3日

平成27年 2月10日

5月19日

開催日

2月23日

平成26年 6月18日

平成27年

理事長・事務局長6月23日

9月8日

開催日

推進員

平成26年度　久留米地区「企同推」第２回研修会 推進員

久留米市

社会福祉法人役員研修会

久留米市

実施者

平成26年

平成26年

8月5日

平成26年度実地指導（居宅介護支援事業所）

会等の名称

久留米市

開催日 会等の名称 出席者

平成26年 8月27日 パートタイム労働法に基づく報告の徴収（福岡労働局）

平成26年度集団指導（自立支援給付対象サービス）

6月4日

平成26年


