Ⅰ 総括報告
本市の福祉を取り巻く状況は、少子・高齢社会の一層の進展や人口減少並びに過疎化、
核家族化などにより地域や家庭の様相は大きく変化し、一人暮らし高齢者や認知症高齢者
の増加、社会的孤立などの様々な地域課題・福祉課題が多様化、深刻化してきています。
こうした状況において、28 年度は、地域福祉活動事業については、地域福祉活動計画「お
だがいさまのまちづくり計画 2015」の実施初年度として、様々な地域課題・生活課題に対
応するために、計画に盛り込んだ取組を行政や関係機関、地域団体等と協力しながら推進
しました。
生活支援事業については、相談者との信頼関係を築き自立に向けた取組の推進を図ると
ともに、鶴岡地域生活自立支援センターの運営を通じ、生活困窮者の就労訓練の場、また、
就労の受入れを目的とした民間企業とのネットワークの構築に取り組みました。また、関
係機関と連携しながら成年後見制度の啓発活動を行いました。
高齢者福祉事業については、利用者一人ひとりのその人らしい生活を実現するため、心
身状況を把握しケア関係者が共通の視点を持った支援に努めました。同時に、「第二期事業
経営計画」の実施初年度として計画に盛り込んだ取組を進めるとともに、介護報酬改定に
より事業収入が減じたことから、事業の一層の効率化を図りながら安定的な事業経営に努
めました。
障がい者福祉事業については、鶴岡市障害者相談支援センターの運営を通じ、障がい者
が住み慣れた地域で安心した日常生活を送ることができるように、各支援機関と共に包括
的・継続的な個別支援の充実に努めました。また、障がいに関わる研修会等を通じて障が
い者理解の一助としました。
児童福祉事業では、子どもたちの安全で安心した生活環境の提供に努め、地域や各世代
とのつながりを大事にしながら健全育成を図りました。また、「発展・強化計画」に基づく
児童福祉部門の課題分析等を行いました。
高齢者、障がい者、保育・児童の各事業所においては、施設機能や職員の専門性、マン
パワーを生かしての地域の環境美化活動、催し物への参加・協力、また、介護予防や認知
症予防講座等の企画・実施、さらには、老人クラブや各団体との地域交流を積極的に行い
ながら地域貢献実践の一助としました。
また、29 年 4 月より本格施行される社会福祉法人制度改革への対応については、改革に
伴う事務事業を的確に進めました。
このような状況の中で、地域福祉を推進する中核的な団体として、各事業所が課題の共
有と連携を図り、市民はもとより行政、関係機関、団体からのご理解とご協力をいただき、
地域福祉活動の推進と事業経営の健全化に向けて各事業計画の遂行に努めました。
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重点事業
(1) 地域福祉活動計画と地域支え合いプランの計画的な実践
新たに策定した地域福祉活動計画「おだがいさまのまちづくり計画 2015」の中で、住民
主体による地域福祉活動、災害時のボランティア活動、コミュニティソーシャルワーク実
践を充実するための仕組みや体制整備に努めました。また、藤島・羽黒・櫛引・朝日・温
海の福祉センターで策定した「地域支え合いプラン」については、各福祉センターにおけ
る地域福祉委員会で推進方法等を協議し、重点的な取組について関係団体と連携して実施
しました。
(2)個別生活課題に関わる相談支援事業の充実
成年後見制度の啓発活動を進めるとともに、日常生活自立支援事業や生活困窮者自立支
援事業等における様々な個別生活相談に対し、鶴岡地域生活自立支援センターを中心に相
談者の自立に向けた支援を行いました。また、生活困窮者自立支援事業では就労支援のほ
かに、
「子どもの生活・学習支援事業」のあり方について市福祉課等関係機関と検討を行い
ました。
(3)「発展・強化計画」の推進
「発展・強化計画（第 2 期）
」の初年度として「地域福祉活動計画」並びに「事業経営計
画」と連動しながら推進に努めました。特に、「法人組織運営と組織体制の強化」として位
置づけた各取組を進めながら組織強化に努めました。同時に、社会福祉法人制度改革につ
いては、改革における定款の改正、評議員会に係る規程の整備、会計監査人の導入等の事
務事業を的確に進めました。また、社会福祉法人として地域社会への貢献のあり方につい
て検討を行いました。
(4) 介護保険及び障害者自立支援事業の安定的な運営
介護職員の確保に努めたものの契約職員の人員確保に苦慮し、一年間を通じて欠員補充
ができない状況が続きましたが、利用者の自立支援をサポートできる職員の育成、利用者
のニーズに合ったサービス提供に努めました。また、「第二期事業経営計画」については、
計画初年度として、計画推進検討班において計画に盛り込んだ取組について検討、実施し
ました。
(5) 子育て支援、子どもの健全育成の充実
子どもを取り巻く環境が大きく変容する中で、27 年度に施行された「子ども・子育て支
援新制度」や「鶴岡市子ども・子育て支援事業計画」を踏まえ、子育て支援及び子どもの
健全育成を図るとともに、保護者への情報提供や気軽に相談ができる環境づくりに努めま
した。
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Ⅱ 法人運営
【28 年度役員】
28.4.1

職

名

氏 名

会

長

難波玉記

副会長
常務理事
理

事

山本益生、三浦辰雄（28.11.30 まで）、手塚柳治
山木知也
髙田

清（28.4.20 まで）、相澤康夫、佐藤正明、櫻井好和、

佐藤智志、武田憲夫、上田

実、安達文一、澤邉みさ子、

小林良市
監

事

評議員

伊藤 博、阿部 繁、長谷川 清
佐々木栄三、橋本正輝、平田充廣、土田英喜、
渡部俊美（28.5.10 まで）
、鈴木 修、長南義春（28.6.3 まで）
、
奥井 厚、遠田茂昌（28.5.23 まで）
、
砂山樹道（28.11.30 まで）、丸山克夫（28.11.30 まで）
、
榎本トヨ、遠藤 勉、佐藤宥男、五十嵐光雄、渡邉

健、

斎藤 功、中野 洋、深澤一雄、武田功之、松浦 章、
伊藤貫正、渋谷玲子（28.5.17 まで）
、佐藤満子、小松金悦郎、
佐藤静子、岩浪武司、千田洋子、橋本廣美、渡部幸也、齋藤 積、
日向謙一、平藤博巳、門脇えり子
28.5.26

評議員

成田 勇、佐藤以中、後藤るみ

28.5.27

理

事

畑山孝一、佐藤 稔

28.11.2

評議員

平形恭順、齋藤 啓

29.1.24

評議員

大塚捷一、半澤正昭

29.3.29

理

板垣壯典

事
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１．理事会・評議員会開催報告
第１回理事会

平成２８年５月２６日（木）

【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
（２）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会施設運営規程の一部改正について
【議事】
議第１号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会就業規則の一部改正について

議第２号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会安全衛生管理規程の一部改正につい
て

議第３号

平成２７年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会事業報告の認定につい
て

議第４号

平成２７年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出決算の認定に
ついて

議第５号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会評議員の委嘱について

議第６号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会第三者委員の選任について

第２回理事会 平成２８年１１月２日（水）
【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
【議事】
議第７号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会評議員の委嘱について

議第８号

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会との災害時における相互応援に関す
る協定の締結について

第３回理事会 平成２８年１１月２２日（水）
【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
（２）施設運営規程の一部改正について
【議事】
議第９号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会定款の全部改正について

議第１０号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について
議第１１号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会評議員選任委員会運営規程の制定に
ついて
議第１２号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会契約職員取扱規程の一部改正につ
いて
議第１３号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会経理規程の一部改正について
議第１４号 平成２８年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出補正予算につ
いて
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第４回理事会 平成２９年１月２４日（火）
【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
【議事】
議第１５号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会評議員選任委員の選任について
議第１６号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会評議員の委嘱について
第５回理事会 平成２９年３月７日（火）
【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
【議事】
議第１７号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会職員育児休業・介護休業等に関する
規程の全部改正について
議第１８号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
議第１９号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について
議第２０号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会契約職員取扱規程の一部改正につい
て
議第２１号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会セクシュアルハラスメントの防止に
関する規程の全部改正について
議第２２号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会職員の懲戒処分の基準に関する規程
の一部改正について
議第２３号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会評議員選任候補者の選出について
第６回理事会 平成２９年３月２８日（火）
【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
（２）施設運営規程の一部改正について
（３）理事検討班の経過について
（４）評議員の選任結果について
【議事】
議第２４号 介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス（現行相当）事業所
鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所運営規程の制定について
議第２５号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
老人デイサービスセンターたかだて運営規程の制定について
議第２６号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
なえづ老人デイサービスセンター運営規程の制定について
議第２７号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
とようら老人デイサービスセンター運営規程の制定について
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議第２８号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
老人デイサービスセンターふれあい運営規程の制定について
議第２９号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
老人デイサービスセンターおおやま運営規程の制定について
議第３０号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
くしびきデイサービスセンター運営規程の制定について
議第３１号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
温海デイサービスセンター愛寿園運営規程の制定について
議第３２号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 なえづ老人デイサービスセンター運営規程の制定について
議第３３号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 とようら老人デイサービスセンター運営規程の制定について
議第３４号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 老人デイサービスセンターおおやま運営規程の制定について
議第３５号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 くしびきデイサービスセンター運営規程の制定について
議第３６号 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 温海デイサービスセンター愛寿園運営規程の制定について
議第３７号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会たすけあい資金貸付規程の一部改正
について
議第３８号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会経理規程の全部改正について
議第３９号 平成２８年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出補正予算につ
いて
議第４０号 平成２９年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会事業計画について
議第４１号 平成２９年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出予算について
第１回評議員会 平成２８年５月２７日（金）
【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
（２）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
（３）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会安全衛生管理規程の一部改正について
（４）施設運営規程の一部改正について
（５）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会第三者委員の選任について
【議事】
議第１号

平成２７年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会事業報告の承認につい
て

議第２号

平成２７年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出決算の承認に
ついて
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議第３号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会理事の選任について

第２回評議員会 平成２８年１１月２２日（火）
【報告】
（１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
（２）社会福祉法人大崎市社会福祉協議会との災害時における相互応援に関する協定
の締結について
（３）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会契約職員取扱規程の一部改正について
（４）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会経理規程の一部改正について
（５）施設運営規程の一部改正について
【議事】
議第４号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会定款の全部改正について

議第５号

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について

議第６号

平成２８年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出補正予算につ
いて

第３回評議員会 平成２９年３月２９日（水）
【報告】
（１） 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の事業推進について
（２） 介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス（現行相当）事業所
鶴岡市社会福祉協議会訪問介護事業所運営規程の制定について
（３） 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
老人デイサービスセンターたかだて運営規程の制定について
（４） 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
なえづ老人デイサービスセンター運営規程の制定について
（５） 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
とようら老人デイサービスセンター運営規程の制定について
（６） 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
老人デイサービスセンターふれあい運営規程の制定について
（７） 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
老人デイサービスセンターおおやま運営規程の制定について
（８） 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
くしびきデイサービスセンター運営規程の制定について
（９） 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（現行相当）事業所
温海デイサービスセンター愛寿園運営規程の制定について
（１０）介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 なえづ老人デイサービスセンター運営規程の制定について
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（１１）介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 とようら老人デイサービスセンター運営規程の制定について
（１２）介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 老人デイサービスセンターおおやま運営規程の制定について
（１３）介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 くしびきデイサービスセンター運営規程の制定について
（１４）介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス（通所サービスＡ）
事業所 温海デイサービスセンター愛寿園運営規程の制定について
（１５）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会職員育児休業・介護休業等に関する規程
の全部改正について
（１６）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会就業規則の一部改正について
（１７）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について
（１８）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会契約職員取扱規程の一部改正について
（１９）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会セクシュアルハラスメントの防止に関す
る規程の全部改正について
（２０）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会職員の懲戒処分の基準に関する規程の一
部改正について
（２１）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会たすけあい資金貸付規程の一部改正に
ついて
（２２）社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会経理規程の全部改正について
（２３）施設運営規程の一部改正について
（２４）理事検討班の経過について
【議事】
議第７号

平成２８年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出補正予算につ
いて

議第８号

平成２９年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会事業計画について

議第９号

平成２９年度社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会収入支出予算について

議第１０号 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会理事の選任について
２．監査実施報告
第１回監査 平成２８年５月１８日（水）・５月２０日（金）
【内容】 平成２７年度事業報告及び決算等に関わる監査
第２回監査 平成２８年８月２２日（月）
【内容】 施設（愛寿園、もみじが丘）訪問による四半期（平成２８年４月～６月）
監査
第３回監査 平成２８年１２月９日（金）
【内容】 平成２８年度半期（平成２８年４月～９月）監査
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第４回監査 平成２９年２月２７日（月）
【内容】 施設（朝日福祉センター、くしびき南部保育園）訪問による四半期
（平成２８年４月～１２月）監査
３．理事検討班実施状況
法人運営班 平成２９年１月１２日（木）
【内容】 １．評議員選任委員の選任について
２．平成２９年度以降の法人運営体制について
地域福祉検討運営班 平成２９年２月２４日（金）
【内容】 １．平成２８年度の主な事業推進について
２．これからの地域福祉推進のかたちについて
事業経営検討運営班 平成２９年３月２日（木）
【内容】 １．第２期事業経営計画の進捗状況について
２．地域が行う地域貢献活動について
４．事業推進報告
４月 １日 辞令交付式（かたぐるま）
１９日 デイサービスセンターふれあい入浴バス入札会（かたりあい）
２１日 熊本地震災害街頭募金（社協職員／市内６か所）
２４日 鶴岡市戦没者追悼式（荘内神社参集殿／１６３人）
２６日 事業経営会議
２７日 平成２７年度新規採用職員研修
福祉サービス利用援助事業生活支援員会議（保健福祉センター／３２人）
２８日 地域福祉分野センター長・所長会議
５月１１日 発展・強化計画策定員会
１８日 監査（保健福祉センター）
１９日 三役会（保健福祉センター）
２０日 監査（保健福祉センター）
２６日 第１回理事会（保健福祉センター）
介護職員初任者研修開講式（かたりあい／４名）
２７日 第１回評議員会（保健福祉センター）
６月 １日 学区・地区社協連絡委員会代表委員会（健康福祉センター）
６日 第１回総括衛生委員会（保健福祉センター）
７日 なえづＩＨ調理器入札会（なえづ）
８日 児童部門全体会議（保健福祉センター）
１４日 西部児童館運営委員会（西部児童館）
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２０日 第１回事業経営計画推進会議（保健福祉センター）
２２日 南部児童館運営委員会（南部児童館）
２３日 自治組織研修並びに会費取扱説明会（勤労者会館／１３５名）
２７日 事業経営会議（保健福祉センター）
２８日 鶴岡老人福祉センター芸能のつどい（老人福祉センター／９８名）
暘光児童館運営委員会（暘光児童館）
鶴岡市社協３計画の理事・評議員への説明会
（高齢者福祉センターおおやま／１７名）
２９日 大山児童館運営委員会（大山コミセン）
第１回法人後見運営委員会（保健福祉センター）
７月 １日 苦情処理経過報告会議（保健福祉センター）
２日 地域福祉センターなえづ２０周年記念行事
４日 中央児童館運営委員会（中央児童館）
学区・地区社協連絡委員会（保健福祉センター／３１名）
学区・地区社協役員コーディネーター研修会（保健福祉センター／６８名）
６日 羽黒地域福祉委員会（羽黒老人福祉センター）
９～１０日 江戸川ボランティアフェスティバルへの参加（東京都／２４名）
１２日 櫛引地域福祉委員会（櫛引公民館）
１９日 日本地域福祉研究所との鶴岡市社協３計画研修会
（保健福祉センター／２７名）
２０日 朝日地域福祉委員会（朝日庁舎）
２５日 事業経営会議（保健福祉センター）
２８日 温海地域福祉委員会（温海ふれあいセンター2Ｆ）
８月 ３日 介護職員初任者研修修了式（かたりあい／４名）
５日 情報システムハード入札会（保健福祉センター）
２２日 監査（愛寿園 もみじが丘）
とようらデイサービスセンター特浴機器入札会（とようらデイ）
学区・地区社協コーディネーター定例会（保健福祉センター）
２９日 事業経営会議（保健福祉センター）
２９日～３１日 人材育成評価・被評価者研修（保健福祉センター／勤労者会館）
３１日 福祉のつどい表彰審査委員会（鶴岡市社協事務局会議室）
９月 ２日 ボランティアセンター運営委員会（保健福祉センター）
４日 職員採用試験（保健福祉センター）
７日 園長会議（保健福祉センター）
１６日 福祉センター長会議（保健福祉センター）
２６日 会計監査人設置に関わる検討会（保健福祉センター）
介護職員初任者研修開講式（かたりあい／１３名）
事業経営会議（保健福祉センター）
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１０月 ５日 運転手業務研修（保健福祉センター／４２名）
９日 職員採用試験（保健福祉センター）
１３日 鶴岡市社協福祉のつどい（中央公民館／４１２名）
１４日 日本地域福祉研究所との地域福祉活動計画推進会議（保健福祉センター）
１７日 会計監査人設置に関わる検討会（保健福祉センター）
鶴岡老人福祉センターまつり（鶴岡老人福祉センター／１８２名）
１８日 学区・地区社協連絡委員会幹事会（保健福祉センター）
２０日 鶴岡市社協デイサービス合同音楽交流会（櫛引公民館／１６１名）
２３日 職員採用試験（保健福祉センター）
避難者交流ひなんオヤジの集い（加茂水族館他／４名）
２５日 第２回事業経営計画推進会議（保健福祉センター）
２６日 理事・評議員への社会福祉法人制度改革の施行に向けた説明会
（勤労者会館）
２８日 事業経営会議
１１月 １日 鶴岡市社協公開研修会（出羽庄内国際村／２０３名）
２日 第２回理事会、理事協議会（保健福祉センター）
６日 職員採用試験（保健福祉センター）
１５日

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会との災害時における総合応援に関する

協定締結（調印）式（保健福祉センター）
三役会（保健福祉センター）
１１月２２日 第３回理事会・第２回評議員会（保健福祉センター）
２４日

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会との災害時における相互応援に関する

協定書交換式（大崎市）
２５日 管理職研修（エルサン／３３名）
２７日 平成２９年度内部登用試験（保健福祉センター）
２８日 介護職員初任者研修修了式（かたりあい／１２名）
事業経営会議（保健福祉センター）
３０日 地域福祉推進研修会（出羽庄内国際村／１６６名）
１２月 １日 西部児童館運営委員会（西部児童館）
２日 監督職研修（保健福祉センター／３３名）
大山児童館運営員会（大山コミセン）
６日 南部児童館運営委員会（南部児童館）
児童部門職員全員研修（保健福祉センター／１０１名）
７日 生活支援員会議・研修（第３学区コミセン／２８名）
９日 半期監査（保健福祉センター）
１２日 すこやかセンター空調工事入札（すこやかセンター）
１４日 学区社協代表者情報交換会（第一学区コミセン）
１５日 暘光児童館運営員会（暘光児童館）
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１９日 中央児童館運営委員会（中央児童館）
２６日 事業経営会議（保健福祉センター）
１月１２日 理事検討班法人運営班会議（保健福祉センター）
１９日 地区社協代表者情報交換会（栄コミセン）
２３日 会計監査人候補者による予備調査（２３日～２６日）
２４日 第４回理事会（勤労者会館）
２５日 羽黒地域福祉委員会（羽黒老人福祉センター）
２７日 鶴岡市による一般指導監査（保健福祉センター）
３１日 地区社協代表者情報交換会（湯田川コミセン）
２月 ２日 第１回評議員選任委員会（保健福祉センター）
９日 朝日地域福祉委員会（朝日庁舎）
２０日 コミュニティソーシャルワーカー実践者養成研修（２０日・２１日）
（保健福祉センター／１７名）
２２日 藤島地域福祉委員会（割烹春月）
２４日 理事検討班地域福祉班（地域福祉センターなえづ）
２６日 ボランティア交流会２０１６（保健福祉センター／３３名）
２７日 四半期監査（朝日福祉センター・くしびき南部保育園）
事業経営会議（保健福祉センター）
法人後見運営委員会（保健福祉センター）
３月 ２日 理事検討班事業運営班会議（保健福祉センター）
温海地域福祉委員会（ふれあいセンター）
７日 第５回理事会（保健福祉センター）
８日 第２回評議員選任委員会（保健福祉センター）
９日 成年後見連絡会（月山荘）
２８日 第６回理事会（保健福祉センター）
２９日 第３回評議員会（保健福祉センター）
３１日 退職者辞令交付式（保健福祉センター）
５．社会福祉法の一部改正に伴う定款変更の手続きについて
１１月２２日 第３回理事会及び第２回評議員会において承認
１２月１９日 鶴岡市に変更認可申請書を提出
２７日 鶴岡市より認可
６．広報「おだがいさま」発行状況
第６３号

４月１日発行

第６４号

６月１日発行

第６５号

８月１日発行

第６６号

１０月１日発行
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第６７号

１２月１日発行

第６８号

２月１日発行
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Ⅲ 組織運営
（1）社会福祉法人制度改正への的確な対応
社会福祉法人制度改正に合わせた定款及び定款施行細則の改正、評議員選任委員会の設
置に関わる規程等の整備を進めることができました。また、監査法人による予備調査を実
施し、経営組織のガバナンスの強化に向けた体制整備の準備につなげることができました。
（2）人事管理部門の見直し、強化
臨時・パート職員の呼称を契約職員と変更し、処遇の改善を図るとともに、ストレスチ
ェックについても要綱を整備し実施することで一定の労働環境の改善を図ることができま
したが、人事管理部門の体制を強化するまでには至らず、今後も継続して取り組んでいき
ます。
（3）人材の確保と育成の強化
介護や保育現場などの資格取得者や交替勤務で従事する契約職員の人員確保については、
新聞やタウン誌への求人広告の掲載や職員への声かけなどを行いましたが、充足するまで
には至りませんでした。募集方法などについては課題が残りましたが、28 年度にリニュー
アル作業を進めた法人ホームページでは求人情報を書き込めるようにしたことから、最新
情報を随時掲載し、募集内容を周知するよう努めます。
人財育成では、役職別に研修を行うことにより職員の意識のレベルアップを図りました。
また、個人目標の作成や評価についても定期的な取組として継続しました。
（4）健全経営と経理事務の強化
監査を基本とする財務規律の強化を図り、経営基盤の確立に努めました。補助や委託に
関しては、継続して行政との協議を進めましたが、施設の大規模修繕に関しては具体化す
るまでには至りませんでした。
経理事務の強化の一環として一部の事業所に試行的に会計ソフトを導入し、事業所内で
伝票入力を行った結果、事務処理の効率化が図られ、施設の財務状況の迅速な把握につな
げることができました。また、総務課で行っていた時間外勤務や出勤簿の第一段階での確
認を各拠点で行うとともに賃金計算に係るスケジュールを見直し、業務効率の向上を図り
ました。
（5）
「発展・強化計画」の推進
「地域福祉活動計画」との連動については、計画策定に関わった日本地域福祉研究所の
指導者による研修会等を 3 回実施し、組織力を強化する必要性などの助言をいただくこと
ができました。
「事業経営計画」については、事業推進課との連携を図り、経理に関わる事
務処理の効率化等の情報交換に努めました。
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