
 

 
平成 28 年度の主な事業報告 

社会福祉法人多聞福祉会 
 

平成２８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．任期満了に伴う役員改選 
     平成２８年 ７月２７日（評議員会） 
      理事６名及び監事２名  重任 任期 平成２８年７月３０日～平成２９年６月３０日 
     平成２８年 7 月２７日（理事会） 
      評議員 １名任期満了にて退任  
      評議員 １名      新任 任期 平成２８年７月３０日～平成２９年３月３１日 
      評議員１２名      重任 任期 平成２８年７月３０日～平成２９年３月３１日 
  ２．法人創立３０周年記念 
     記念誌発行 A４版 本文４０頁 ６００冊 (株)東兄弟印刷     
     記念品 法人名刻印ボールペン ３００本 グローバルコレクトジャパン(株) 
     記念誌 寄稿お礼  懇親会                 経費 ￥８０１，５７６                        
  ３．公益事業 
     いやさかえん居宅介護支援事業所 平成２９年３月３１日付 廃止 
  ４．法人行事 
     平成２８年 ８月２７日 彌栄苑ふれあい祭り（地域との交流） 
     平成２８年 ９月１７日 敬老会 
     平成２８年１２月２８日 もちつき会  
  ５．社会福祉法人指導監査 
     平成２９年 ２月 ３日 福岡県保健医療介護部 介護保険課監査指導第一係 ４名来苑  
 
［特別養護老人ホーム］  
  １．固定資産取得 
  〈器具及び備品〉 
    ・ナースコール一式  大栄電通（株）        

平成２８年 ４月２２日 取得 ￥６，２０５，２４８ 
    ・居室カーテン    キングラン九州（株） 
                     平成２８年 ８月２６日 取得 ￥５，４４３，２００ 



    ・ＮＴＴビジネスホン（電話機） 日本通信機器（株） 
                     平成２８年 ９月１２日 取得 ￥１，７１７，４４０ 
  〈ソフトウェア〉 
    ・ＮＤソフトほのぼのＮＥＸＴ  リコージャパン（株） 
                     平成２８年 ６月２３日 取得 ￥２，８４６，４００ 
  ２．大規模修繕 
    ・居室 解体・建具組立工事   キングラン九州（株） 
                     平成２８年 ８月２４日    ￥１，９９８，０００ 
    ・屋上 全面防水改修工事    松尾建設（株） 
                     平成２８年１１月２５日   ￥１３，４１３，６００ 
    ・食堂 床、ステージ張り替え及び壁一部塗装工事  大坪建設（株） 
                     平成２９年 １月２５日    ￥１，６７４，０００ 
  ３．運営規程の変更 
     平成２９年 １月 ７日 施行  （第３条 職員及び加算の変更） 
  ４．地域との交流 
     平成２８年 ５月・７月・８月・９月 斗和保育園 来苑（誕生会） 
     平成２９年 ２月（第４水曜日）   斗和保育園 来苑（誕生会） 

平成２８年 ７月 ７日       斗和保育園 来苑（七夕の慰問） 
     平成２８年１１月２２日       斗和保育園 来苑（歌と踊りの慰問） 
     平成２９年 ２月 ３日       斗和保育園 訪問（節分） 
  ５．指導監査及び実地指導 
     平成２９年 ２月 ３日 福岡県保健医療介護部 介護保険課監査指導第一係 ４名来苑  
  
  
［短期入所介護］ 
  １．運営規程 変更 
     平成２９年 １月 ７日 施行  （第４条 職員の変更） 
  ２．実地指導  
     平成２９年 ２月 ３日 福岡県保健医療介護部 介護保険課監査指導第一係 ４名来苑      
 
 
［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２８年 ５月１０日 第 22 次借入金元金・利息償還実施  ［￥１，８８６，７２０］ 
     平成２８年１１月１０日 第 23 次借入金   利息償還実施  ［￥  １１２，６４０］ 
  ２．大規模修繕 
    ・外壁改修工事及び壁面サイン新設工事  大坪建設（株） 
                      平成２９年 ３月２７日   ￥６，５２７，５２０ 
  ３．地域との交流 
    ・広川町老人クラブ サロン活動においての交流会に参加 



     平成２８年７月~平成２９年３月  訪問先・・・当条、太田、藤田、川瀬北、清楽、智徳、 
高間、扇島、古賀、増永、吉常、梯、緑ヶ丘、太原、野中、長延の各公民館 

    ・デイサービス無料体験会実施    平成２８年 ７月３１日 
    ・青竹ビクス体験会       講師 スタジオアニモ 星野 敬子氏          

平成２８年１２月１８日、平成２９年 １月１５日 
    ・ボール体操、笑いヨガ体験会  講師 スタジオアニモ 森川 倖み子氏 

    平成２９年 ２月１９日、平成２９年 ３月１９日      
    ・平成２９年 ２月 ３日    斗和保育園訪問（節分）  
 
 
［グループホーム］ 
  １．外部評価  （福岡県社会福祉協議会） 
     平成２８年１０月１８日 実施  
  ２．大規模修繕 
    ・屋上全面防水工事      松尾建設（株） 
                      平成２９年 １月２５日   ￥８，５３２，０００  
  ３．地域との交流 
     平成２８年１２月２２日   斗和保育園訪問（クリスマスプレゼント）  
 
   
［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２８年 ４月１１日～平成２９年 ３月１０日 
      第３３次～第４４次借入金元金・利息償還実施      ［￥１３，６９３，５４８］ 
  ２．佐賀銀行 津福支店（長期運営資金借入金） 
     平成２８年 ４月２５日～平成２９年 ３月２７日 
      第２８回～第３９回借入金元金・利息償還実施      ［￥ ４，４４６，４０７］ 
  ３．固定資産取得 
  〈器具及び備品〉 
    ・ＲＯＤ録画装置ネットワークカメラ   日本通信機器（株） 
                    平成２８年１０月 １日 取得  ￥２，９４５，２４０ 
  〈ソフトウェア〉 
    ・ＮＤソフトほのぼのＮＥＸＴ      リコージャパン（株） 
                    平成２８年 ６月２３日 取得  ￥１，７２２，０００ 
  ４．運営規程 変更 
     平成２９年 １月 ７日 施行 （第６条 職員の区分及び定数の変更） 
  ５．地域交流  
     平成２８年１２月２２日   斗和保育園訪問（クリスマスプレゼント）   
 
 



  ６．指導監査及び実地指導 
     平成２９年 ２月 ３日 福岡県保健医療介護部 介護保険課監査指導第一係 ４名来苑  
 
                            
［防災訓練］ 
         平成２８年 ７月２６日 実施       デイサービスセンター  出火想定 
          平成２８年１１月２５日 実施       ユニット型特養（夜間） 出火想定  
          平成２９年 ３月２９日 実施       ユニット型特養（夜間） 出火想定 
 
 
［苑内研修］ 
  ・公益社団法人介護労働安定センター    講師アドバイザー料   ￥８０，０００ 
    〈新人職員研修〉 講師 河津 佳江氏 

平成２８年 ４月 ５日  ２時間 
        平成２８年 ４月１２日  ２時間   
  ・麻生教育サービス（株）         講師アドバイザー料  ￥７０４，１６０ 
    〈リーダー研修〉 講師 釘﨑 由香里氏 
        平成２８年 ７月２６日  ９０分  平成２８年 ８月１９日  ９０分 
        平成２８年１０月１４日  ９０分  平成２８年１１月２５日  ９０分 
        平成２８年１２月 ９日  ９０分  平成２９年 １月２５日  ９０分 
        平成２９年 ２月２２日  ９０分  平成２９年 ３月１５日  ９０分 
    〈リーダー個人面談〉 講師 釘﨑 由香里氏 
        平成２８年１０月 ７日   ２名  平成２８年１１月２５日   ２名 
        平成２８年１２月１３日   ３名  平成２９年 １月２５日   ３名 
    〈チームコミュニケーション研修〉  講師 釘﨑 由香里氏 
        平成２８年 ７月２６日（Ａ班）  平成２８年１１月２５日（Ｂ班）９０分 
    〈顧客満足（ＣＳ）研修〉 講師 釘﨑 由香里氏 
        平成２９年 １月２５日（Ａ班）  平成２９年 ２月２２日（Ｂ班）９０分 
    〈新人職員受け入れ研修〉 講師 釘﨑 由香里氏 
        平成２９年 ３月１５日 １８０分 
   ・エーザイ（株） 
    〈認知症患者の不眠症について〉     平成２８年１２月２１日 
    〈高齢者の骨粗しょう症について〉    平成２９年 ３月２９日    
  
 
［地域交流スペース］ 

ＮＯＳＳ、シナプソロジー体験会    講師 スタジオアニモ 森川 倖み子氏 他 
    ・平成２８年１０月２３日  ・平成２８年１１月２０日   
秀光典会 
       ・平成２８年 ４月～平成２９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２８年 ５月２８日（土） 
       第１号議案 平成２７年度事業報告（案）について 
       第２号議案 平成２７年度決算報告（案）について 
       第３号議案 その他について 
     平成２８年 ７月２７日（水） 
       第１号議案 任期満了に伴う役員の改選について 
       第２号議案 その他について 
     平成２８年１２月１７日（土） 
       第１号議案 第二種社会福祉事業の追加について 
       第２号議案 ふくおかライフレスキュー事業実施規定（案）について 
       第３号議案 公益事業廃止について 
       第４号議案 定款変更（案）について 
       第５号議案 評議員選任・解任委員の選任について（理事会のみ） 
       第６号議案 評議員選任・解任委員会運営細則（案）について（理事会のみ） 
       第７号議案 評議員選任・解任委員会の招集、開催について（理事会のみ） 
       第８号議案 評議員候補者の推薦について（理事会のみ） 
     平成２９年 ３月２７日（月） 
       第１号議案 平成２８年度 補正予算（案）について 
       第２号議案 平成２９年度 事業計画（案）について 
       第３号議案 平成２９年度 収支予算（案）について 
       第４号議案 規程の改正について 
       第５号議案 役員の改選について（理事会のみ） 
       第６号議案 その他について 
 
Ⅲ．監事会 
 
     平成２８年 ５月２５日（水）午後３時～午後５時００分 
       平成２７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  
 
Ⅳ．評議員選任・解任委員会  
 
     平成２９年 ３月１０日（金） 
      （１）評議員推薦候補者の報告について 
      （２）評議員推薦者の決定について 


