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平成 27 年度の主な事業報告 
社会福祉法人多聞福祉会 

社会福祉事業 

 
平成２７年度事業につき、その概要を以下のとおりご報告いたします。 

 
Ⅰ．法人事業の沿革 
 
［法人本部］ 
  １．収益事業開始 
     平成２７年 ５月１２日     定款変更認可 
  ２．就業規則 変更 
     平成２７年 ４月 １日 施行 （第４条 一部改正） 
     平成２８年 １月 １日 施行 （全面改正） 
  ３．地域との交流 
     平成２７年１０月１０日（土）  彌栄苑ふれあい祭り               
［特別養護老人ホーム］ 
  １．固定資産取得 
   ・食器洗浄機 専用シンク入替    ホシザキ北九（株） 
           平成２７年 ６月１９日 施行            ￥２２５，９３６ 
   ・浴槽循環濾過機 入替工事     （有）プラシス 
           平成２７年 ８月２９日～３０日 施行        ￥８３０，０００ 
   ・業務用ガス乾燥機 １台購入    渡辺プロパンガス（株） 
           平成２７年 ９月１６日 取得          ￥１，３００，０００ 
   ・玄関入口防犯用ネットワークカメラ設置  日本通信機器（株） 
           平成２７年 ９月２５日 施行            ￥２７６，２６４ 
  ２．大規模修繕  
   ・食堂及び厨房の屋上 防水工事     平成建設（株）・三和冷暖房（株） 
           平成２７年 ９月２４日～１１月 6 日 施行   ￥４，４３４，４００ 
  ３．運営規程の変更 
     平成２７年 ４月 １日 施行  （第３条 職員数及び加算の変更） 
     平成２７年 ８月 １日 施行  （第３条 職員数の変更）  
  ４．地域との交流  
     平成２７年 ５月        緑ヶ丘区 道路愛護 
     平成２７年 ７月 ７日     斗和保育園 来苑（七夕の慰問） 
     平成２７年１２月 ２日     斗和保育園 来苑（歌と踊りの慰問） 
     平成２７年１２月２４日     斗和保育園 訪問（クリスマスプレゼント） 
     平成２８年 ２月 ３日     斗和保育園 訪問（節分） 
     平成２７年 ４月～１０月各月  斗和保育園 来苑（誕生会） 



［短期入所介護］ 
  １．指定居宅サービス事業者実地指導 
     平成２８年 １月２６日（福岡県南筑後保健福祉環境事務所 指導監査課） 
  ２．運営規程 変更 
     平成２７年 ４月 １日 施行  （第４条 職員数及び加算の変更） 
     平成２７年 ８月 １日 施行  （第４条 職員数の変更） 
［デイサービスセンター］   
  １．独立行政法人福祉医療機構（設置・設備資金借入金） 
     平成２７年 ５月１０日 第 20 次借入金元金・利息償還実施［￥１，９００，８００］ 
     平成２７年１１月１０日 第 21 次借入金   利息償還実施［￥  １２６，７２０］ 
  ２．指定居宅サービス事業者実地指導 
     平成２８年 １月２６日（福岡県南筑後保健福祉環境事務所 指導監査課） 
  ３．運営規程 変更 
     平成２７年 ４月 １日 施行  （第４条 職員数及び加算の変更） 
     平成２７年 ８月 １日 施行  （第５条 サービス提供時間の変更及び 
                      第９条 利用料等の変更） 
［グループホーム］ 
  １．外部評価  （福岡県社会福祉協議会） 
     平成２７年 ９月１１日 実施   

２．運営規程 変更 
     平成２７年 ４月 １日 施行  （第５条 職員の区分の変更及び 
                      第８条 利用料等の変更） 
  ３．事業所の連絡先 変更 
     平成２７年１０月１５日 電話番号の変更  
［居宅介護支援事業所］ 
  １．運営規程 変更 
     平成２７年 ８月 １日 施行  （第４条 職員数の変更及び 
                      第８条 通常の事業の実施地域の変更） 
  ２．指定居宅サービス事業者実地指導 
     平成２８年 １月２６日（福岡県南筑後保健福祉環境事務所 指導監査課） 
［ユニット型特別養護老人ホーム］ 
  １．独立行政法人福祉医療機構（設置・設備資金借入金） 
     平成２７年 ５月１０日～平成２８年 ３月１０日 
      第２１次～第３２次借入金元金・利息償還実施［￥１３，７８８，４０８］ 
  ２．佐賀銀行 津福支店（長期運営資金借入金） 
     平成２７年 ４月２７日～平成２８年 ３月２５日 
      第１６回～第２７回借入金元金・利息償還実施［ ￥４，４８５，４７４］ 
  ３．固定資産取得 
   ・リクライニング型車椅子 １台購入    （株）フロンティア佐賀 
           平成２７年 ８月３０日 取得            ￥１４０，０００ 
   ・車椅子用体重計     １台購入     セピア商事（株） 
           平成２７年１２月１０日 取得            ￥１５９，８４０ 
   



４．運営規程 変更 
     平成２７年 ４月１日 施行 （第６条 職員の区分及び定数の変更）  
     平成２７年 ８月１日 施行 （第６条 職員の区分及び定数の変更・ 第２１条 別表）                    
［防災訓練］ 
         平成２７年 ７月２９日 実施       ユニット型特養 出火想定 
          平成２７年１２月 ９日 実施       ユニット型特養 出火想定  
          平成２８年 ３月３０日 実施       特養      出火想定 
［苑内研修］ 
   人材育成研修      麻生教育サービス（株）  講師 釘崎 由香里 
      平成２７年 ５月１４日～平成２８年 ３月１６日 計９回 実施   
         ・介護施設における顧客満足（ＣＳ）向上研修  （３コース×３時間） 
         ・介護施設における接遇マナー力向上研修    （３コース×３時間） 
         ・利用者様との関係を築くコミュニケーション研修（３コース×３時間） 
         ・クレーム対応力の向上研修          （３コース×３時間） 
［地域交流スペース］ 

広川町役場  
        ・平成２７年 ５月～ ８月（12 回）介護予防事業 「歯つらつ元気向上教室」 
        ・平成２７年 ６月～１２月（24 回）認知症予防事業「わくわく脳若トレーニング」 
        ・平成２８年 １月～ ３月（ 8 回）認知症予防事業「ひらめき長寿教室」 
秀光典会 
       ・平成２７年 ４月～平成２８年 ３月 毎週月曜日 三味線・民謡の練習  

 
Ⅱ．評議員会・理事会 
 
        平成２７年 ５月２２日（金） 
       第１号議案 平成２６年度事業報告（案）について 
       第２号議案 平成２６年度決算報告（案）について 
       第３号議案 規程の改正について 
       第４号議案 その他 
     平成２８年 １月１６日（土） 
       第１号議案 就業規則、他規程の変更について 
       第２号議案 役員報酬について（理事会のみ） 
       第２号議案 居宅介護支援事業所について（理事会第３号議案） 
       第３号議案 その他（理事会第４号議案） 
     平成２８年 ３月２４日（木） 
       第１号議案 平成２７年度補正予算（案）について 
       第２号議案 平成２８年度事業計画（案）について 
       第３号議案 平成２８年度収支予算（案）について 
       第４号議案 その他 
 
Ⅲ．監事会 
     平成２７年 ５月２０日（水）午後３時～午後５時２０分 
       平成２６年度の理事の業務執行の状況及び法人の財産状況についての監査   


