
平成 2７年度 愛寿会の主な出来事 

 

月  日 事        項 

５月初旬～ 

12 月まで 

 

○ 介護福祉士・ケアマネ資格取得講習会 

介護福祉士資格取得講習 12 回  合格率 57％ 

ケアマネ資格取得講習 6 回の講習を実施 合格率 18％  

結果介護福祉士７名の合格者を得ました。   

４月２８日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 愛寿会苦情解決相談委員会開催 

  愛寿会のすべての事業の利用に関しての苦情に対し適切な対

応を講じ利用者個人の権利を擁護するとともに利用者が福祉サ

ービスを適切に利用できるよう支援することとし専門的検討を

行い以て中立公正を確保するため第三者委員からなる委員会を

設置しています。 

  今回も苦情として取り上げる案件は 1 件もありませんでし

た。 

  今後も苦情のない介護サービス・支援に努めていきます。 

５月３０日（金） 

 

 

○ 第２０５回理事会及び第４５回評議員会開催 

１．愛寿会評議員の選任同意について 

充て職による評議員（３名） 

 北杜高校  校  長 浅川英三氏  

長坂三ヶ区 代表区長 竹田英雄氏 

 北杜消防団 副分団長 坂本一春氏 

 が新しい評議員に選任同意されました。  

 

２．愛寿会次世代育成支援行動計画の改定について 

   行動計画の期間が満了(平成 23 年 4 月 1 日から平成 27 年

3 月 31 日)したため次の期間(平成 27 年 4 月 1 日から平成 32

年 3 月 31 日)に係る計画を策定したものです。 

 

３． 平成２６年度愛寿会事業報告及び愛寿会一般会計収支決算

報告がされ、それぞれ認定・承認されました。 

 

○ 協議事項として 

  ①愛寿会職員規程の一部改正について 



副園長補佐・リーダー・サブリーダーの職務手当の改正に

ついて協議いたしました。                                                                                                                             

６月３日（水） ○ 第 1 回感染症研修会 

   中北保健福祉事務所峡北支所衛生課技師柳本祥子様による

「食中毒の予防について」研修が開催され多くの職員が熱心

に受講しました。 

８月 1 日～改正 

 

 

 

 

 

○ 介護保険制度の一部改正 

  ①一定以上の所得者に 2 割の利用者負担 

  ②低所得の施設利用者の食費・居住費の適用要件の変更 

  ③特養の多床室代の見直し 

  ④高額介護サービス費の負担限度額の見直し 

  ⑤高額医療・高額介護合算制度の限度額の変更 

７月２５日（土） 

 

 

 

 

 

 

○ 仁生園夏まつり開催 

今年は朝から晴天に恵まれ入所者・利用者、ご家族の皆様

多数が参加され盛大に開催されました。 

   地元の皆様による歌、寿美浩会の皆様による舞踊、北杜幸 

一様の歌と舞踊等に会場はとても盛り上がっていました。 

また、例年の焼きそば、たい焼き、焼き鳥等の屋台に今年は

地元の皆さんによる「そばすいとん」もあり珍しさもあって

大変好評で参加者全員大変満足された様子でした。 

７月２９日（水） ○ 第二仁生園夏まつり 

利用者及びご家族の皆様が参加され盛大に開催しました。 

利用者による太鼓の演奏、よさこいボランティア「華風

は な ふ

舞姫

ぶ き

」の皆様によるよさこい踊り、地元で演奏活動をされて

いる「八の音マンドリンクラブ」の皆様によるマンドリンの

演奏、お馴染みの屋台、参加者全員による盆踊り等々、最後

に花火を行い、大いに盛り上がることができました。 

今年は北杜高校の生徒 10 人がまつりボランティアとして

参加され更に祭りが盛り上がりました。 

８月２７日（木） 

 

 

○ 第二仁生園夜間総合防災訓練 

  通報訓練、職員招集訓練、入所者参加の避難誘導訓練等を行

いました。 



９月２日（水） 

 

 

 

○ ガーデンランチの開催 

  平成１６年度から新たに始めてから２ヶ月に１回行われてい

ます。 

  各フロアの利用者が交代で喫茶「いこい」で交流を楽しみな

がらガーデンランチ特別メニューをお弁当にして召し上がって

います。 

９月１６日（水） 

 

○ 仁生園総合防災訓練の実施 

  北杜消防署のご協力をいただく中水消火器を使用しての消火

訓練、応急担架の作成方法と緊急移動方法である応急救護訓練、

煙発生装置を使用し避難体験等を真剣に行いました。 

９月１７日（木） 

 

 

○ 車椅子式入浴装置設置 

  部品調達ができない為修理不能となった座入浴装置が更新さ 

 れました。 

９月２５日（金） ○ 第２０６回理事会及び第４６回評議員会開催 

１．愛寿会評議員の選任同意について 

２．愛寿会理事の選任について 

理事・評議員であった小林繁雄様のご逝去による選任 

 山梨住宅工業(株) 代表取締役北原正倫氏  

 が新しく理事・評議員に選任、選任同意されました。  

３．愛寿会職員給与規程の一部改正について 

   幹部職員を補佐するとともに自己啓発等に資することを期

待し副園長補佐・リーダー・サブリーダーの職務手当を改正

することに承認をいただきました。  

４．平成２７年度愛寿会一般会計補正予算 

  日常取引の支払資金残高を確保するための補正を承認して

いただきました。 

５．新館南側外壁改修工事請負契約の締結について 

   「こあらま」の南面外壁のタイルの剥がれが生じ改修工事

のための請負契約の締結について承諾をいただきました。 

６．車椅子式入浴装置整備事業の専決処分について 

  既存の車椅子式入浴装置が故障し部品調達ができず修理不 

能となったため緊急に整備することが必要となったため専決 

処分を承認していただきました。 

○ 協議事項として 

  ①愛寿会就業規則の一部改正について 

   休職、休職期間及び復職の規定の見直しとストレスチェッ



ク制度の実施に係る規定の整備 

②愛寿会定款施行細則の一部改正について 

   理事長の専決事項の内、災害故障等を原因とする緊急対応

に伴う契約締結に関すること等協議いたしました。 

１０月１４日（水） 

 

 

 

○ 第二仁生園大運動会開催 

 第二仁生園多目的ホールにおいて「風船バレー」、「玉入れ」、

「お菓子取り競争」、「大玉おくり」等皆さんがひとつになっ

て元気いっぱい競技していました。 

１１月 ４日（水） ○ 現任職員研修会開催 

  介護サービス質の向上のための現任職員の研修会を開催しま

した。 

  研修テーマ 

   ①施設介護サービス施設としての取り組み 

   ②自己研鑽と自己評価職員個々の取り組み 

   ③人事制度について 

   ④その他 

の項目について研修参加者の自由討論形式で実施しました。 

１２月 ３日（木） ○ 感染症の予防と対策についての職員研修会の開催 

本年も嘱託医溝口先生によるインフルエンザ、ノロウイルス

等による感染症の予防対策の研修会を開催、多くの職員が参加

しました。 

１２月 ６日（水） 

 

 

 

○ 仁生園大運動会 

  コミニュティホールにおいて各班から大勢の利用者が参加し

て開催されました。 

紅白のグループに分かれ「玉入れ」、「ボール送り」、職員によ

る「ムカデ競争」が行われ利用者からの声援もあり、とても盛

り上がりました。 

１２月１１日（金） ○ 第２０７会理事会及び第４７回評議員会開催 

１．愛寿会就業規則の一部改正について 

就業規則上の「休職」「休職期間」「復職」に関する規定の整備 

２．愛寿会定款施行細則の一部改正について 

理事長の専決処分規定のただし書きの改正 



  ３．平成２７年度愛寿会一般会計補正予算 

    外壁改修工事に伴う工事費補正 

    資金運用の適正化に伴う補正 

 ４．新館東側外壁改修工事に係る専決処分について 

    グループホーム(やすらぎ)側外壁に剥落ちの危険が生じ

理事長の専決処分において改修工事をしたため等が提案さ

れ承認されました。  

○ 協議事項として 

  ①心の健康づくり計画等の概要について 
    メンタルヘルス対策を明確に表しストレスチェックの実施

に向けての計画を策定する 

  ②特定個人情報についての基本方針等について 

    個人番号制度の開始に伴う特定個人上の取扱いに関する規

定の整備画筆等となる 

  ③愛寿会就業規則の一部改正について 

   個人番号制度に伴う就業規則の改正 

  ④臥床式入浴設備の更新について 

   臥床式入浴設備の老朽化に伴う更新 

○ 報告事項 
   ①山梨県及び北杜市による社会福祉法人等指導監査の結果に

ついて 

協議・報告が行われました。 

３月２９日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第２０８会理事会及び第４８回評議員会開催 

１．心の健康づくり計画及びストレスチェック制度実施規程に

ついて 

２．特定個人情報についての基本方針等について 

３．愛寿会就業規則の一部改正について 

４．愛寿会職員に対する平成 27 年度期末手当及び勤勉手当の支

給に関する特例規程の制定について 

５．平成 27 年度一般会計補正予算について 

６．臥床式入浴設備の取得について 

７．平成２８年度事業運営方針及び事業計画について  

  (1)愛寿会としての基本的運営方針 

(2)平成２８年度の愛寿会重点項目 

   ①介護報酬対策    

②財政基盤の強化 

      ③平成 28 年度愛寿会職員処遇改善加算について 

      ④施設補修について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤施設の懸案解消・設備充実のための措置 

⑥非常時避難器具の新設について 

   ⑦職員雇用の確立 

   ⑧介護福祉士資格取得支援について 

   ⑨介護支援相談員の専任化について 

      ⑩研究委員会集録の発刊 

(3)続いて各担当より事業毎の事業計画、運営方針を説明 

    承認を頂いた。 

８．平成２８年度一般会計収支予算について 

    愛寿会の収入支出共に  1,278,551 千円 

      事業活動収入       847,049 千円 

       事業活動支出           793,495 千円 

       事業活動資金収支差額    53,554 千円 

 

           施設整備等収入           6,033 千円 

      施設整備等支出          57,080 千円 

      施設整備等資金差額   △51,047 千円 

 

その他の活動収入     425,469 千円 

     その他の活動支出     425,976 千円 

      その他の活動資金収支差  △506 千円 

    等説明し、ご審議いただき議決を頂きました。 

○ 協議事項として 

①愛寿会給与規程の一部改正について 

      送迎を常とする業務に対し運転手当の支給 

 

○ 報告事項として 

  ①社会福祉法人制度改革の概要について 

協議・報告をそれぞれいたしました。 

３月２４日（木） 

 

○ 第二仁生園送迎車両整備 

  公益財団法人日本財団の助成により車いす４台対応の車両 

１台を整備しました。 

３月３０日（水） ○ 臥床式入浴設備購入請負契約締結   

※4 月 3 日（日）搬入設置 

4 月 4 日（月）使用開始 


