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２２．．理理事事会会のの開開催催状状況況

開催年月日 出席
理事数

欠席
理事数

出席
監事数 議　　　題 会　場

第一回 生きがい広場地蔵堂　屋上防水改修工事の入札について
R3.5.13 生きがい広場地蔵堂　屋上防水改修工事の入札参加業者の決定について

令和３年度　第１回評議員会に付する議案等について
第二回 評議員選任・解任委員会の運営に関する規定の一部改正について

令和２年度　社会福祉法人桜井の里福祉会　事業報告について　～拠点ごと～
R3.6.4 令和２年度　社会福祉法人桜井の里福祉会　決算について　1)決算報告　2)監査結果報告

第一次補正予算について
理事長の選定について
専務理事の選定について
業務執行理事の選定について
経理規定の一部改正について
各拠点の運営状況、実績報告について
第二次補正予算について
社会福祉法人桜井の里福祉会　フードバンク実施規程の制定について
就業規則の一部改訂について
給与規定の一部改訂について
パートタイム職員給与規定の一部改正について
フードバンク実施規定の一部改正について
各拠点の運営状況、実績報告について
第3次補正予算について
特別養護老人ホーム分水の里　長期入所及び短期入所生活介護事業の定員の変更について
公印管理規則の一部改正について
各拠点の運営状況、実績報告について
第4次補正予算について
燕市柳山地区における新規事業の事業計画について
給与規定の一部改訂について
パートタイム職員給与規定の一部改正について
事務処理規定の一部改正について
社会福祉法人桜井の里福祉会　利用者送迎車輛の入札の実施について
社会福祉法人桜井の里福祉会　利用者送迎車輛の入札参加業者の決定について
各拠点の運営状況、実績報告について
第5次補正予算について
運営規定の変更について
収支状況に課題のある事業の報告について
給与規定の一部改訂について
事務処理規定の一部改正について
特別養護老人ホーム桜井の里　大規模改修工事の事業計画について
各拠点の運営状況、実績報告について
社会福祉法人桜井の里福祉会　利用者送迎車輛の入札の延期について
第6次補正予算について
令和4年度　運営ケア計画について
令和4年度　予算について

なし 2人
第四回
Ｒ3.8.6

分水健康福祉
プラザ

第七回
Ｒ4.2.18

2人なし７人 分水健康福祉
プラザ

分水健康福祉
プラザ

分水健康福祉
プラザ

第三回
Ｒ3.6.22

7人 なし 2人 分水健康福祉
プラザ

7人 なし

第八回
Ｒ4..3.29

7人 なし

6人 1人 2人

なし 2人

2人

7人

2人 分水健康福祉
プラザ

分水健康福祉
プラザ

2人 分水健康福祉
プラザ

第六回
Ｒ3.12.10 7人

第五回
Ｒ3.10.8

7人 なし

３３．．評評議議員員会会のの開開催催状状況況

開催年月日 出席評
議員数

欠席評
議員数

出席
監事数 議　　　題（報　　　告）　 会　場

理事・監事の選任について
令和2年度　社会福祉法人桜井の里福祉会　事業報告について　～拠点ごと～
令和2年度　社会福祉法人桜井の里福祉会　決算について　1）決算報告　2）監査結果報告
評議員の選任について～5月25日㈫開催の令和3年度第1回評議員選任・解任委員の報告
令和3年度　運営ケア計画について　～拠点にて～
令和3年度　予算について　～拠点にて～
理事長、専務理事、業務執行理事の職務執行状況の報告について　～決算時点～
指導監査、実地指導の結果について
生産性の向上、ICT化への取組の進捗状況について
フードバンク等地域貢献活動の進捗状況について

44..  監監事事監監査査とと監監査査法法人人にによよるる巡巡回回監監査査ににつついいてて

（1）監事による監査
回　数 監　査　対　象 備　考

令和2年10月～令和3年3月分及び令和2年度決算 監事　2名
法人会計監査 理事長
令和3年4月～令和3年9月分 監事　2名
法人会計監査 理事長

（2）監査法人（税理士法人さくら総合会計）による巡回監査
回　数 監　査　対　象

令和3年3月分法人会計監査並びに令和2年度決算監査

令和3年4月～6月分法人会計監査

令和3年8月～9月分法人会計監査

4回 令和4年1月25日・26日 令和3年10月～12月分法人会計監査

実施年月日

1回 令和3年5月13日・18日

2回 令和3年7月28日・29日
　　　　８月5日

3回 令和3年10月26日・
　　　　　27日

実施年月日

1回 令和3年5月26日

令和3年11月5日2回

分水健康福祉
プラザ

第一回
R3.6.22 2人2人6人

5回 令和4年3月25日・30日 令和4年1月～2月分法人会計監査

6回 令和4年5月12日・16日 令和4年3月分法人会計監査並びに令和3年度決算監査

－ 4 －－ 3 －



５５．．内内部部監監査査実実地地概概要要ににつついいてて

1.特別養護老人ホーム監査時の書類は「介護保険法」　
2.スケジュール

◎監査資料提出
・監査１週間前までに、監査を受ける側＝被監査側が監査実施担当へ資料を１部（原本として使用）提出
・実際の監査報告等（受けた場合）、前年度の監査報告書（指摘・改善点・取組み報告）も提出
月　日
時　間 部署名 監査実施担当 部署名 監査実施担当

 ケアプランセンター桜井の里・あかつか ケアプランセンター桜井の里　 ケアプランセンター桜井の里 ケアプランセンター分水の里

斎藤主任・本田 泉田ﾘｰﾀﾞｰ・佐藤（博） 泉田ﾘｰﾀﾞｰ・佐藤（博） 土田保・渡邉健一
 小規模多機能ホーム桜井の里・あかつかの家  小規模多機能ホームはな広場・よこたの家  弥彦村地域包括支援センター  燕市分水地区地域包括支援センター

田畑ﾘｰﾀﾞｰ・鈴木（暉） 長野ﾘｰﾀﾞｰ・太田主任 小林ﾘｰﾀﾞｰ・加勢・金山 茂岡・西野
グループホームこいて グループホーム　縁 特養桜井の里 特養分水の里
古川原主任・本間（大）・国本 内山主任・田辺ﾘｰﾀﾞｰ・高橋（築） 北山ﾘｰﾀﾞｰ、高橋（伸） 片山ﾘｰﾀﾞｰ

齋藤ﾘｰﾀﾞｰ、庭山 村山（和）・大原
 小規模多機能ホームやひこの家  小規模多機能ホームつどいの家 桜井の里・絆 はな広場・しまかみ

村上主任・青田ﾘｰﾀﾞｰ・宮路（沙） 金田ﾘｰﾀﾞｰ・森田 柄澤ﾘｰﾀﾞｰ・横山ﾘｰﾀﾞｰ・高山 太田主任・関（達）
 生きがい広場地蔵堂・デイサービス  デイサービスセンター分水の里・さくら

池上主任・渡辺（諒）・宮路（徹） 石塚ﾘｰﾀﾞｰ・原田
デイサービスやひこ  デイサービスセンター分水の里もみじ

村上主任・和田・府中 勝沼主任・樋山
 グループホームつどいの家・桜町 グループホーム我が家

成田ﾘｰﾀﾞｰ・須藤・内山 渡辺ﾘｰﾀﾞｰ・三富ﾘｰﾀﾞｰ

月　日
時　間 部署名 監査実施担当

 訪問看護ステーション桜井

風間ﾘｰﾀﾞｰ・早川悦弘

８月16日（月） ８月17日（火）

８月18日（水）

10：00～

9：30～

11：00～

13：30～

10：30～

15：30～  渡辺総括・坂井総括・柄澤ﾘｰﾀﾞｰ

15：30～

14：30～

月　日
時　間 部署名 監査実施担当 部署名 監査実施担当

経理課・施設事務 経理課・施設事務
永井課長、小川ﾘｰﾀﾞｰ 永井課長、小川ﾘｰﾀﾞｰ
池田、高橋（美） 池田、高橋（美）
松本ﾘｰﾀﾞｰ、中島ﾘｰﾀﾞｰ 松本ﾘｰﾀﾞｰ、中島ﾘｰﾀﾞｰ

 燕市分水地区地域包括支援センター  弥彦村地域包括支援センター

茂岡・西野 加勢・金山
グループホーム縁 グループホームこいて  ケアプランセンター分水の里  ケアプランセンター桜井の里・あかつか

内山主任・田辺ﾘｰﾀﾞｰ・高橋（築） 古川原主任・本間（大）・国本 土田・渡邉（健） 斎藤主任・本田
グループホーム我が家  グループホームつどいの家・桜町 特養分水の里 特養桜井の里
渡辺ﾘｰﾀﾞｰ・三富ﾘｰﾀﾞｰ・上嶋 成田ﾘｰﾀﾞｰ・須藤・内山 片山ﾘｰﾀﾞｰ・村山（和）・大原 志田ﾘｰﾀﾞｰ・中山（友）・佐野

はな広場・しまかみ 桜井の里・絆  デイサービスセンター分水の里・さくら  デイサービスセンター桜井の里

太田主任・関（達）・笠原 柄澤ﾘｰﾀﾞｰ・横山ﾘｰﾀﾞｰ 平本・小野塚 清水ﾘｰﾀﾞｰ・竹之内
 小規模多機能ホームはな広場・よこたの家  小規模多機能ホーム桜井の里・あかつかの家  デイサービスセンター分水の里もみじ デイサービスやひこ

太田主任・長野ﾘｰﾀﾞｰ・知能 田畑ﾘｰﾀﾞｰ・鈴木（暉） 宮島（慶）・政金 府中・和田
 デイサービスセンター桜井の里  生きがい広場地蔵堂・デイサービス

清水ﾘｰﾀﾞｰ・大井 白倉ﾘｰﾀﾞｰ・後藤
 小規模多機能ホームつどいの家  小規模多機能ホームやひこの家　　　　　　　　

金田ﾘｰﾀﾞｰ・森田 宮路（沙）・折原
本部総務課
高橋事務局長 宮路ｾﾝﾀｰ長
羽入主任・井木 山崎総括

15：30～

10：00～

10：30～

11：00～

13：30～

14：30～

８月20日（木）

9：30～

８月19日（木）

－ 6 －－ 5 －



６６．．法法人人体体制制  （（令令和和33年年度度））  
（１）理事会 

① 役割：法人の業務執行の決定、理事の業務執行の監督、 
理事長・業務執行理事の選定、解任 

② 開催：定例会年6 回、他臨時開催 
③ 理事の業務分担 

   〇理事長   ：法人代表 
   〇専務理事  ：法人全体統括 
   〇業務執行理事：各事業所のケアの質の向上と生産性向上 
    （総合施設長） ：各事業所の職員の人事、調整 
          ：職員のキャリアアップシステム構築、研修全般 
   〇業務執行理事：法人総務・経理担当 
    （事務局長） ：法人の業務管理 
   〇理事    ：桜井の里拠点担当と地域密着型サービス拠点担当 
   〇理事    ：外部・有識者理事 
 ④ 監事：理事会で意見 
 
（２）監事会 

① 役割：理事の職務執行の状況及び法人財産の状況を監査 
② 開催：定例会として年2 回 
③ 他 ：監査報告書の作成と理事会、評議員会及び新潟県知事への報告 
 

 
（３）評議員会 

① 権限：定款の変更、理事・監事の選定、解任 
    ：決算に係る書類、事業報告の承認 

     ：残余処分、基本財産の処分 
     ：社会福祉充実計画の承認、等 

② 開催：定例会として6 月の決算評議員会、他臨時開催 
③ 監事：評議員会で意見 

 
 
 

　
（４）法人本部事務局

①　法人内の各施設の運営やサービスに係る案件、他重要案件の報告、審議等
②　構成・・理事長、専務理事、総合施設長、各拠点の施設長、事務局長、事務局員
③　第１、第３水曜日開催
④　法人全体に関係する委員会の組織、運営
⑤　事務局内でも法人の委員会を構成
　　法人権利擁護・リスクマネジメント委員会、法人人事考課委員会、法人職場風土向上委員会、
　　法人研修委員会、法人広報委員会、法人システム運用担当、三法人連携担当、介護機器担当、等

（５）法人本部事務

　　

　

総
務
課
主
任

専
務
理
事

事
務
局
長

経
理
課
課
長

法人全体に関わる会議、行事等主幹、調整ごと

施設との共通業務

経理・財務管理業務

外国人材受入、育成・指導、生活支援

人事業務

給与業務

総務・労務業務

新潟市委託の認知症介護実践者研修、喀
痰吸引等研修、日本認知症グループホー
ム協会研修補助、外国人介護職員雇用法
人・事業所ネットワークの情報交換会補
助、等

本部経理課の日常業務風景 本部総務課の日常業務風景

－ 8 －－ 7 －



77．．法法人人のの委委員員会会のの組組織織状状況況　　　　　　（（令令和和33年年度度））

　
（１）令和3年度は、下記の5委員会と職員互助会を構成

 （２）各々の委員会の開催内容等は、各々の施設の「事業報告」に記載

職場風土向上委員会
法人全体の職場環境の改善・向上を図り、職員を大切に、永く
働けるよう改善策を追求。加えて、その根幹である規程・規則
の制定、改定について提言

法人広報委員会
広報誌「さくら」を年３回発行、うち１回は決算報告含み弥彦
村、燕市分水地区へ個別配布。他、ホームページを活用し、積
極的に情報を発信

法人事務局 法人研修委員会
法人全職員の資質とサービス向上のため、階層・対象者別、動
画・オンラインなど様々な形式の研修を企画・実施。また、内
部の研修だけでなく、外部研修、各種大会での外部発表等も積
極的に実施・参加

法人ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・権利
擁護・ｻｰﾋﾞｽ向上委員会

ご利用者の利益と尊厳を守り、サービスの向上を図りつつ、危
機管理体制を整備し、事故を未然に、あるいは最小限にとどめ
られるよう体制を徹底

法人人事考課委員会 人材育成を目的に、人事考課を公正かつ効果的に運用し、仕事
への動機付けとなるよう系統立て、毎年見直しながら推進

桜会・信濃会・ひろば会
職員の福利厚生や各拠点の職員の互助会的な組織。例年春の法
人歓迎会をはじめ、職員旅行、忘年会等に加え、連携３法人や
近隣施設との親睦会等を実施※近年は感染症の状況を考慮し大
きく縮小

 ※コロナウイルスのため、内部の行事はほぼ未実施
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年 月　日 内　　　　容
令和3年 ４月１日 令和3年度法人入社式　辞令交付式 

7日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）
9日 ベトナム人在留資格介護３期生迎え

１4日 業務執行部会議（桜井の里）
２1日 事務局会議（桜井の里）
２２日 県央地区就職ガイダンス2022（地場産メッセピア）
２8日 業務執行部会議（分水の里）

５月１２日 業務執行部会議（桜井の里）
１３日 第１回理事会（分水健康福祉プラザ）
１８日 巡回監査（分水の里）
19日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）　

２５日 評議員専任・解任委員会
26日 決算監事会（分水健康福祉プラザ）　　　業務執行部会議（分水の里）
２9日 新潟医療福祉大学校内就職ガイダンス（新潟医療大学）

6月2日 事務局会議（桜井の里）
4日 第2回理事会（分水健康福祉プラザ）
9日 業務執行部会議（桜井の里）

１6日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）
22日 第１回評議員会（分水健康福祉プラザ）　　第３回理事会
２3日 業務執行部会議（分水の里）　

７月7日 事務局会議（桜井の里）
8日 県央地区高校生就職ガイダンス（県央メッセピア）

14日 業務執行部会議（桜井の里）　　職員採用試験①
１6日 臨時業務執行部会議（桜井の里）　　
17日 県社協就職ガイダンス（zoom会議）
20日 臨時業務執行部会議（桜井の里）　
21日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）
28日 業務執行部会議（分水の里）　　巡回監査（分水の里）

8月4日 事務局会議（桜井の里）　　会計監査・公表（分水の里）
6日 第4回理事会（分水健康福祉プラザ）

１1日 業務執行部会議（桜井の里）
１8日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）
２5日 業務執行部会議（分水の里）　　

９月２日 事務局会議（桜井の里）
6日 吉田高校模擬面接①
8日 業務執行部会議（桜井の里）

１０日 吉田高校模擬面接②
１２日 フードパントリー①
13日 吉田高校模擬面接③
15日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）　　職員採用試験②

１６日 職員採用試験③
１9日 フードパントリー②
２2日 業務執行部会議（分水の里）　
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年 月　日 内　　　　容

１０月6日 事務局会議（桜井の里）　　ベトナム人５期生リモート面接
８日 第5回理事会（分水健康福祉プラザ）　　

１3日 業務執行部会議（桜井の里）　　
20日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）　　職員採用試験④
25日 リモート面接
２7日 業務執行部会議（分水の里）　巡回監査・公表
２８日 県央地区障がい者就職面接会（県央メッセピア）

１１月3日 事務局会議（桜井の里）
５日 下期監事会（分水健康福祉プラザ）

9日・10日 燕市キャリアテン表彰式（燕市役所）
10日 業務執行部会議（桜井の里）　　介護デイ求人説明会（巻公共職業安定所）

１７日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）　
２４日 職員採用試験⑤　　業務執行部会議（桜井の里）

１２月1日 事務局会議（桜井の里）
８日 業務執行部会議（桜井の里）　　職員採用試験⑥

大学生等合同就職面接フェア（朱鷺メッセ）
１０日 第６回理事会（分水健康福祉プラザ）
１５日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）
１８日 弥彦村フードパントリー
１９日 燕市フードパントリー
２２日 業務執行部会議（分水の里）
２７日 臨時業務執行部会議（桜井の里）

令和4年 １月5日 事務局会議（桜井の里）
７日 臨時業務執行部会議（桜井の里）
11日 臨時業務執行部会議（桜井の里）
12日 職員採用試験⑦　　業務執行部会議（桜井の里）
19日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）
25日 臨時業務執行部会議（桜井の里）
２6日 職員採用試験⑧　　業務執行部会議（桜井の里）　　会計監査監講評（分水の里）

２月2日 事務局会議（桜井の里）
7日 臨時業務執行部会議（桜井の里）
9日 業務執行部会議（桜井の里）　　

16日 職員採用試験　　事務局会議（分水健康福祉プラザ）
17日 職員採用試験　　臨時業務執行部会議（桜井の里）
１9日 福祉のしごと就職フェアin新潟（新潟ユニゾンプラザ）
２5日 登用試験（桜井の里）　　臨時業務執行部会議（桜井の里）　　

３月2日 事務局会議（桜井の里）
７日 ハローワーク新潟就職ガイダンス（朱鷺メッセ）
9日 業務執行部会議（桜井の里）

１1日 エイシンカレッジ２期生卒業式（新潟ターミナルホテル）
１6日 事務局会議（分水健康福祉プラザ）
１９日 フードパントリー（弥彦村保健センター）
２０日 フードパントリー（分水健康福祉プラザ）
２3日 業務執行部会議（分水の里）　　
２４日 燕市新規事業プレゼンテーション（燕市役所）
２５日 巡回監査（分水の里）
２９日 第８回法人理事会（分水健康福祉プラザ）
30日 監査講評（分水の里）

（1）内部研修
月　　日 対　象　者 人数

令和3年4月1日
～2日

令和3年4月
新規採用職員他 17名

5月20日～21日 令和3年4月
新規採用職員他 17名

6月11日、17日 勤務2年目職員 35名

9月17日 令和２年度中途採用職員
令和３年度新規採用職員 24名

9月30日 勤務３年目職員 23名

10月18日 令和３年度中途採用者 15名

10月21日 勤務５年目職員 30名

11月18日 勤務10年目職員 28名

12月16日 勤務16年目職員 13名

令和4年1月13日
1月27日 指導的職員 53名

（2）外部研修・出張等

月　　日 方　式 対　象　者 人数

令和3年4月8日 会議 専務理事 1人

4月16日 会議 専務理事 1人

4月23日 文書会議 専務理事 1人

4月27日 会議 専務理事 1人

5月15日 会議 専務理事 1人

5月20日 会議 専務理事 1人

5月27日 会議 専務理事・事務員 3人

5月28日 オンライン会議 専務理事 1人

6月2日 研修 事務局長 1人

6月7日 講師 専務理事 1人

6月24日 会議 専務理事 1人

法人新規採用職員研修② 佐々木　勝則　他

99．．法法人人内内部部・・外外部部研研修修等等のの開開催催・・参参加加状状況況

研　　修　　名　/　研　修　内　容 講師（講演者）

法人新規採用職員研修① 柏原　雅史　他

階層別研修〈指導的職員〉
ライフサポート

マネジメント研究所
専務理事　鹿島　和子様

令和２年度中途採用者フォローアップ研修
令和３年度新規採用職員フォローアップ研修 川村　小津江

階層別研修〈採用１６年目〉 佐々木　勝則

階層別研修〈採用３年目〉

法人階層別研修〈採用２年目〉

中途採用者研修

片山　達也

小林　豊

柏原　雅史　他

階層別研修〈採用5年目〉 川村　小津江

階層別研修〈採用１０年目〉 土屋　誠

新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟県介護支援専門委員会

新潟県介護支援専門員三役委員長会議 新潟県介護支援専門委員会

研　　修　　名 主　催　者

日本認知症グループホーム協会新潟県支部役員会・総会 日本認知症グループホーム協会

新潟県介護支援専門員協会理事会 新潟県介護支援専門員協会

日本認知症グループホーム協会関東甲信越ブロック会議 日本認知症グループホーム協会

全国地域包括・在介センター協議会打合せ会議

新潟県介護福祉士会理事会 新潟県介護福祉士会

愛宕福祉会研修講義 愛宕福祉会

介護支援専門員協会総会 新潟県介護支援専門員協会

働き方改革対応セミナー 新潟市雇用促進委員会

全国地域包括協議委員総会 全国地域包括在介センター協議会

全国地域包括在介センター協議会
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月　　日 方　式 対　象　者 人数研　　修　　名 主　催　者

6月27日 会議 専務理事 1人

6月30日 講師 専務理事 1人

6月30日 会議 専務理事 1人

7月21日 オンライン会議 専務理事 1人

8月20日 会議 専務理事 1人

9月17日 会議 専務理事 1人

9月27日 オンライン会議 専務理事 1人

10月13日 オンライン会議 専務理事 1人

10月14日 会議 専務理事 1人

10月15日 会議 専務理事 1人

10月16日 会議 専務理事 1人

10月17日 会議 専務理事 1人

10月21日 講演会 専務理事・事務局長・事務員 3人

10月22日 会議 専務理事 1人

10月26日 会議 専務理事 1人

10月29日 会議 専務理事 1人

11月1日 講師 専務理事 1人

11月2日 会議 専務理事 1人

11月15日 オンライン会議 専務理事 1人

11月18日 会議 専務理事 1人

11月18日 会議 事務局長 1人

11月26日 講師 専務理事 1人

11月29日 会議 専務理事 1人

11月29日 会議 専務理事・事務員 3人

12月1日 オンライン会議 専務理事 1人

日本ホスピス在宅ケア研究会全国大会in熊本

新潟市認知症介護基礎研修開校式 新潟市

県社会福祉協議会福祉団体懇談会 新潟県社会福祉協議会

新潟県介護支援専門員三役委員長会議 新潟県介護支援専門員協会

日本介護支援専門員協会代議員会・総会 日本介護支援専門員協会

介護労働懇談会 新潟労働局

新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟県介護支援専門委員会

日本ホスピス・在宅ケア研究会熊本大会事前打ち合わせ 日本ホスピス・在宅ケア研究会

介護支援専門員協会・主任部会研修会講義・座長 新潟県介護支援専門員協会

新潟県介護支援専門員協会20周年記念事業実行委員会 新潟県介護支援専門員協会

介護支援専門員協会実務研修講師連絡会 新潟県介護支援専門員協会

新潟県介護支援専門員三役委員長会議 新潟県介護支援専門委員会

新潟県人材確保対策会議 新潟県

新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟県

新潟県外国人介護職員雇用法人・事業所ネットワーク設立会 新潟県

日本ホスピス在宅ケア研究会全国大会in熊本 日本ホスピス・在宅ケア研究会

エイシンカレッジ留学生情報交換会 エイシンカレッジ

日本ホスピス在宅ケア研究会全国大会in熊本

新潟市

日本認知症グループホーム協会新潟県支部役員会 日本認知症グループホーム協会

全国地域包括・在介センター協議会全国大会 全国地域包括在介センター協議会

日本認知症グループホーム協会地域密着型サービス３団体情報交換会

日本ホスピス・在宅ケア研究会

日本ホスピス・在宅ケア研究会

介護支援専門員協会実践発表 新潟県介護支援専門員協会

介護支援専門員協会甲信越ブロック研修会 新潟県介護支援専門員協会

介護支援専門員協会甲信越ブロック理事会議 新潟県介護支援専門員協会

新潟市認知症介護実践研修開校式・講義

月　　日 方　式 対　象　者 人数研　　修　　名 主　催　者

12月17日 会議 専務理事 1人

12月17日 会議 専務理事 1人

12月23日 オンライン会議 専務理事 1人

令和4年1月24日 会議 事務局長 1人

1月31日 オンライン会議 専務理事 1人

2月4日 会議 専務理事 1人

2月10日 オンライン会議 事務局長 1人

2月10日 文書会議 専務理事 1人

2月18日 会議 専務理事 1人

2月24日 会議 専務理事 1人

3月3日 オンライン会議 専務理事 1人

3月7日 会議 専務理事 1人

3月14日 オンライン会議 専務理事・事務員 3人

3月16日 オンライン会議 専務理事 1人

3月17日 会議 事務局長 1人

3月19日 会議 専務理事 1人

新潟県介護支援専門員協会

新潟県介護支援専門員三役委員長会議 新潟県介護支援専門員協会

日本認知症グループホーム協会新潟県支部役員会 日本認知症グループホーム協会

新潟県介護福祉士会理事会 新潟県介護福祉士会

介護支援専門員協会三役委員長会議 新潟県介護支援専門員協会

新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会
20周年記念事業実行委員会 新潟県介護支援専門員協会

エイシンカレッジ留学生情報交換会 エイシンカレッジ

認知症介護研究仙台センター委員会 社会福祉法人　東北福祉会

燕西蒲勤労者福祉サービスセンター評議員会 燕西蒲勤労者福祉サービスセンター

認知症介護研修仙台センター研究事業委員会 社会福祉法人　東北福祉会

全国地域包括・在介センター協議会総会 全国地域包括在介センター協議会

新潟県介護支援専門員協会臨時養成研修委員会

新潟県介護支援専門員協会理事会 新潟県介護支援専門員協会

日本認知症グループホーム協会新潟県支部支部長会議 日本認知症グループホーム協会

燕市介護保険運営協議会 燕市

新潟県介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟県介護支援専門員協会

介護支援専門員協会養成研修委員会 新潟県介護支援専門員協会
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1100．．関関係係すするる外外部部機機関関・・団団体体ととのの交交流流のの状状況況
（１）関係する外部機関・団体への講師、発表等

8月30日・31日 認知症介護実践リーダー研修講義 新潟市 専務理事　佐々木　勝則

11月9日 認知症介護実践者研修講義 新潟市 業務執行理事　川村　小津江

業務執行理事　川村　小津江

令和3年6月14日 認知症介護実践者研修講義 新潟市 専務理事　佐々木　勝則

6月30日 認知症介護基礎研修講義 新潟市 業務執行理事　川村　小津江

令和4年1月6日 介護支援専門員実務研修集合研修講師 新潟県介護支援専門員協会 専務理事　佐々木　勝則

10月19日 認知症対応型サービス事業開設者研修講義 新潟市

新潟市認知症対応型サービス事業管理者研修講義11月26日 業務執行理事　川村　小津江

11月25日・26日 認知症対応型サービス事業管理者研修講義 新潟市 専務理事　佐々木　勝則

12月9日

1月6日 介護支援専門員実務研修集合研修講師 新潟県介護支援専門員協会

新潟市 専務理事　佐々木　勝則
業務執行理事　川村　小津江2月21日 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修講義

専務理事　佐々木　勝則

月　　日 講師・講演内容 主催者 講師名

11月1日 専務理事　佐々木　勝則認知症介護実践者研修講義 新潟市

6月23日 認知症介護実践者研修講義 新潟市 業務執行理事　川村　小津江

専務理事　佐々木　勝則

8月31日・9月3日 認知症介護実践リーダー研修講義 新潟市

12月6日

認知症介護実践研修講義（実践者研修） 日本認知症グループホーム協会 業務執行理事　川村　小津江

専務理事　佐々木　勝則日本認知症グループホーム協会認知症介護実践研修講義（実践者研修）

（２）関係する外部機関・団体の役職歴等
ＮＯ 関係機関・団体の役職・委嘱名称等 関係機関・団体・主催等 氏名

1 新潟県介護支援専門員協会　会長 （一社）新潟県介護支援専門員協会 専務理事　佐々木　勝則

2 （公社）日本認知症グループホーム協会　新潟県支部支部長 （公社）日本認知症グループホーム協会 専務理事　佐々木　勝則

3 新潟県外国人介護職員雇用法人・事業所ネットワーク代表世話人 新潟県外国人介護職員雇用法人・事業所ネットワーク 専務理事　佐々木　勝則

4 新潟県介護支援専門員養成研修指導者 （一社）新潟県介護支援専門員協会 専務理事　佐々木　勝則

5 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会委員 全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 専務理事　佐々木　勝則

6
令和3年度老人保健事業推進費等補助金

介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止に資する
体制整備の状況等に関する調査研究事業委員

認知症介護研究研修仙台センター事業 専務理事　佐々木　勝則

7 新潟県介護人材確保対策会議委員 新潟県 専務理事　佐々木　勝則

8 新潟県介護保険審査会委員 新潟県 専務理事　佐々木　勝則

9 弥彦村介護保険計画策定委員 弥彦村 専務理事　佐々木　勝則

10 燕市介護保険運営協議会委員 燕市 専務理事　佐々木　勝則

11 弥彦村民生委員推薦委員 弥彦村 専務理事　佐々木　勝則

12 日本介護支援専門員協会代議員 （一社）日本介護支援専門員協会 専務理事　佐々木　勝則

13 新潟県災害福祉広域支援ネットワーク代議員 （福）新潟県社会福祉協議会 専務理事　佐々木　勝則

14 （公社）新潟県介護福祉士会理事 （公社）新潟県介護福祉士会 専務理事　佐々木　勝則

15 社会福祉法人共友会（石川県）評議員 社会福祉法人共友会 専務理事　佐々木　勝則

16 国際こども福祉カレッジ社会福祉学科　非常勤講師 　国際こども福祉カレッジ 事務局長　高橋　学

17 国際こども福祉カレッジ精神保健福祉学科　非常勤講師 同校 事務局長　高橋　学

18 燕市西蒲勤労者福祉サービスセンター　評議員 燕市西蒲勤労者福祉サービスセンター 事務局長　高橋　学

19 障害者職業生活相談員 （独）高齢・障害求職者雇用支援機構  　 事務局長　高橋　学

20 職業家庭両立推進者 新潟労働局 事務局長　高橋　学

21 公正採用選考人権啓発推進員 厚生労働省 事務局長　高橋　学

22 介護労働者雇用管理責任者 新潟労働局 事務局長　高橋　学

23 健康保険委員 健康保険協会 事務局長　高橋　学

－ 16 －－ 15 －



1111．．燕燕市市内内のの三三法法人人ととのの連連携携・・協協力力体体制制　　

項項　　　　目目 内内　　　　　　　　　　容容

●緊急時・災害時の職員の派遣案作り

●福祉避難所の確認、燕市への要望案作り

●職員の交換研修、相互評価事業

令令和和33年年度度実実施施内内容容

リスク
マネジメント

●緊急時・災害時の施設利用、受入に関わる相談・
支援体制案作り

●令和３年度は未実施

●実利用３名
のべ利用１０回／年

　燕市内三つの社会福祉法人、つばめ福祉会、吉田福祉会、桜井の里福祉会で、日常的かつ緊急的に連
携・協力体制を図っています。
　連携・協力体制開始から、１４年目の令和３年度も以下の3つの項目での活動を予定しておりました
が、令和2年度同様に新型コロナウイルス感染の影響により、ほぼ実施できる状況ではありませんでし
た。今後については、周囲の状況を見ながら進めて行く予定です。

人材育成
●令和３年度は新型コロナウイルス
感染予防のため未実施

福利厚生
●預かり保育サービス｢きららおひさまこども園｣利用

　　１１２２．．社社会会貢貢献献、、地地域域活活動動、、そそのの他他取取組組ににつついいてて
　
１）災害・緊急時の支援・取組、社会貢献について

　平成２３年に発生した東日本大震災は令和３年の3月１１日で丸十年が経ちました。
震災発生時より、かねてから当法人と交流のあった岩手県大船渡市、陸前高田市の（福）典人会へ
職員を派遣し、翌年に「２法人の・協力に関する協定」を交わし、翌々年は１年をかけ、常時２名の
介護職員を派遣しました。その他、茨城県常総市の水害を受けたデイサービスセンター、福島県
いわき市の特別養護老人ホームへ、そして、平成28年度の熊本地震発生時には、最も被害の大きかった
益城郡甲佐町へも職員の派遣を行いました。
　毎年６月に緊急時災害介護派遣チームのメンバーを募りながら、緊急時を想定した備蓄、研修等を
継続して参ります。
　
　

２）「福祉避難所」の設置・運営に関する地方自治体との協定、地域への社会貢献について
　緊急時、災害時は、誰もが困難な状況へ陥りやすく、それらへの対応のため、そして、社会福祉法人の
使命「地域貢献」を目的に、平成２６年度に燕市と市内３法人（他つばめ福祉会、吉田福祉会）は、各々の
事業所を避難所として提供し、相互協力を行うための締結を交わし、翌年弥彦村とも交わしております。
　また、各拠点では、年間を通じ定期的に防災避難訓練を地域住民と合同で行い、平成２９年度に規程に
所管の消防団で活動する場合に手当の支給も行っております。平成３０年１２月に地域生活支援施設はな
広場とその職員らの活動が総務省消防庁から、「消防団等地域活動表彰」を受賞もしております。

弥彦村女性消防団員の出初式

震災発生時の大船渡市赤崎地区の後ノ入川 任命式後の災害派遣に関する研修

昼間を想定した避難訓練の様子

－ 18 －－ 17 －



３）地域活動について
各事業所では、地域に開かれた施設をめざし、職員とご利用者、そして、
地域の方や子供達が気軽に交流できる場所、機会の提供をめざしており、
今後も「オープンカフェ」や「茶会」、あるいは、「一般開放」を　
行います。また、ご利用者と職員が地域の一員として、赤塚小学校下校の
際に「セーフティスタッフ」として交通安全の見守りも行っております。
　

４）配食サービス事業について
　 分水健康福祉プラザ内「さくらい◇ダイニング」では夕食のお弁当を

３６５日休むことなくご自宅へ配達しております。ルーツは弥彦村の
昭和６３年の「配食ボランティア」の発足であり、平成３０年に
内閣府より社会参加章を授与しております。

５）フードバンク燕・弥彦の事業開始について
世界規模で食品ロスが叫ばれ、同時に世間では食の支援が必要な方も
増加しております。燕市、弥彦村でもそのニーズは高まりつつあり、
昨年８月に「フードバンクス燕・弥彦」を立上げ、以降定期的に
フードドライブで食品等の収集、保管・管理、そして配布等一連の
活動を行っております。今後は食品に留まることなく、地域の様々な
ニーズに答えたいと目論んでおります。

６）顧問契約等他との連携・バックアップ体制について
当法人では、会計・経理業務のための外部監査法人、そして人事・
労務面のための社会保険労務士に加え、ご利用者の権利擁護、
法律相談、職員自身のために弁護士と顧問契約を結んでおります。

No

顧問税理士・顧問社会保険労務士
さくらマネジメントグループ　税理士法人　さくら総合会計

グループ代表　　　　　代表社員　　庵原　史章

所属・氏名・役職等
顧問弁護士／延命法律事務所　　　弁護士　　延命　政之

新潟事務所所長　　　　代表社員　　相馬　正人

1

2

横浜市社会福祉協議会「横浜あんしんセンター」所長（担当理事）
神奈川県簡易裁判所　民事調停委員
神奈川県民事調停協会連合会　会長

オープンカフェ「さくらまちカフェ」

もったいないをありがとうに！

赤塚小下校時の見守り

６）外国人在留資格介護、技能実習生、特定技能生の受入、育成・支援について
　 　当法人では平成３０年に外国人の受入と雇用を始め、令和４年４月時点で新潟医療福祉カレッジを

卒業し在留資格介護として５名が当法人に入職し、来春卒業予定の３期生に加え、既に４・５・６期生の
人選を終えております。また、技能実習生は昨年度末でベトナム人２名おりましたが、うち１名は帰国し、
1名は特定技能へ移行しました。中国人1名は母国で看護資格を取得済ですが、日本の看護資格を
めざしております。３つの制度を利用し来日、当法人とかかわりのある外国人は今年度中に１８名に
達するものと見込んでおります。皆熱い思いと強い意志をもって日々を過ごしており、日本語修得
だけでなく介護技術も日々向上しており、法人として、仕事、学習面、そして生活面でどこよりも丁寧に
支援して参ります。
　
　

　
７）新型コロナウイルスへの対応について

　新型コロナウイルスが世界的な猛威を振るい続ける中、その解決策も見い出せない中で、多くの人々が
　感染防止対策を励行し、今なお生活面での行動制限、自粛をせざる得ない状況です。
　　当法人でも、職員自ら「うつらない」、「うつさない」ために、職員のPCR検査、ワクチン接種を
　行っております。日々状況が変化する中で、それらの状況を把握し、国や自治体の動きとも
　連動し、感染防止対策を徹底することで、ご利用者ご家族、そして職員について、負担や制限、ストレスの
軽減を図り、当たり前の日常生活を過ごせるよう努めて参ります。　
　

８）働き方改革、業務の合理化と生産性向上に向けて
　時代の要請を受け、様々な部署や視点で業務改善と合理化を図り生産性を向上することで
　より働きやすい職場作りをめざしております。職員の滞留率を高め、永く働くための
　大事な要素であり、同時にプライドのもてる職場づくり、引いては、求職者にとって
　目を引くような魅力ある職場へと充実を図ります。

新潟医療福祉カレッジ２期生卒業式にて ２年越しの来日、３期生の歓迎会にて

充実した研修で介護の仕事の意識付け 職員が心身ともに健康であることが必須
－ 20 －－ 19 －



研修名称 参加人数

研修名称 研修のねらい 参加人数

2.その他
令和4年度も継続して実施する。

令和3年 令和3年6月23日（火）
10月15日（金）～ ～

計29名

計33名10月26日（火）

令和3年

横越地区公民館・亀田市民会館

計49名6月30日（水）

11３３．．法法定定研研修修のの実実施施状状況況
（１）新潟市認知症介護実践者等養成研修・新潟県認知症介護実践者等養成研修
1.受託研修内容等について・・・全て講義と職場内外研修とレポート提出

研修のねらい 開催日時・会場

1 第1回新潟市認知症
介護実践者研修

○認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得
し、福祉専門職として認知症介護を展開できる実践的
な能力を介護現場で実践できる力をつけること。

令和3年

3 新潟市認知症介護
実践リーダー研修

○ケアチームにおける指導的立場としてチーム員の知
識・技術・態度を指導する能力及びチームリーダーと
してのチームマネジメント能力を修得させることをね
らいとする。

8月30日（月）～

6月14日（月）～
8月10日（火）

会場：新潟市江南区福祉センター

2 新潟市認知症介護
基礎研修

○認知症介護に携わる者が、その業務を遂行する上で
基礎的な知識・技術とそれを実践する際の考え方を身
につけ、チームアプローチに参画する一員として基礎
的なサービス提供を行うことができるようにするこ
と。

令和3年

会場：新潟テルサ

1.研修内容等について
開催日時・会場

基本研修（講義）
令和3年6月23日（水）～9月27日（月）

1
喀痰吸引等研修
（第一号研修・
第二号研修）

平成２４年度から「社会福
祉士及び介護福祉士法」の
一部改正により、介護福祉
士及び一定の研修を受けた
介護職員等においては、医
療や看護との連携による安
全確保が限られている事
等、一定の条件の下で「た
んの吸引等」の行為を行う
ため

 23名

計８日間

会場：各事業所
10月29日（金）

基本研修（演習） 実地研修

令和4年3月31日（木）
会場：分水健康福祉プラザ

10月4日（月）　会場：分水健康福祉プラザ
筆記試験

11月25日（木）～
11月26日（金）

会場：新潟テルサ

2.その他
令和4年度も継続して新潟県・新潟市より委託を受け実施する。

7
新潟市小規模多機
能型サービス等

計画作成担当者研修

○利用登録者に関する居宅介護支援計画や指定（看
護）小規模多機能型居宅介護事業所における（看護）
小規模多機能型居宅介護計画等を適切に作成する上で
必要なサービスに係る「基準の正しい理解」「適切な
サービスの提供」「利用計画作成演習」などの知識・
技術の習得

令和4年

○認知症介護の理念・知識を習得するとともに、認知
症対応型事業所を管理・運営していく上で必要な知
識・技術を習得すること。

2月21日（月）～
2月22日（火）

令和3年

会場：桜井の里、分水健康福祉プラザ

（2）喀痰吸引等研修（第一号研修・第二号研修）

5 第２回新潟市認知
症介護実践者研修

6
新潟市認知症対応
型サービス事業
管理者研修

新潟市江南区福祉センター

○認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得
し、福祉専門職として認知症介護を展開できる実践的
な能力を介護現場で実践できる力をつけること。

11月1日（月）～
12月23日（木）

会場：新潟市江南区役所

令和3年

計34名

計43名

計21名

会場：新潟テルサ

会場：新潟テルサ

4
新潟市認知症対応
型サービス事業
開設者研修

○認知症介護に関する基本的な知識及び認知症対応型
サービス事業の運営に必要な知識の習得

令和3年
計11名10月19日（火）

会場：新潟テルサ

１１４４．．職職員員採採用用活活動動状状況況

No 項目 内容 現状

1 会場ガイダンス
求職者（新卒・既卒含む）が希望する
企業の人事担当者から企業説明・PR
を受けるイベント

広報しえん、リクルート、マイナビ、ハロー
ワーク、ジョブカフェ、等主催企業、経費の
かかるものから無料のもの様々ある

2 校内ガイダンス 学校が主催し、学校内で学生が企業
説明・PRを受けるイベント

かつては、県内の多くの学校で開催。時代
の変化とともに開催校が減り、現在は新潟
医療福祉大学とOT、PTの学科を持つ養成
施設のみ開催。反対に看護師養成施設で
福祉施設を対象とする校内ガイダンスはほ
ぼ皆無

3 施設見学
求職者（新卒・既卒含む）が直接希望
する法人や施設へ出向き直接説明を
見聞きするもの

以前は新卒の希望者が毎月いた年度も
あったがかなり減った。半面ハローワーク
経由、あるいは人材紹介会社経由の見学
希望者は一定数いる

4 試験説明会
求職者（新卒・既卒含む）が直接希望
する法人や施設へ出向き、試験の内
容について直接説明を見聞する会

特に新卒に人気があったが、こちらも上記
同様に時代とともに希望者が減り、今は開
催せず

5 学校訪問
法人職員が直接学校へ出向き情報
交換やリクルート活動を行うこと、企
業でいう求人営業

以前は県内の養成施設への訪問も年間に
一校につき、複数人の先生と話ができる機
会があったが、学生数に加え、クラス数も
減となったことから疎遠になった学校もあり

6 企業（施設）訪問
ジョブカフェ（県の委託先）、テクノス
クールが当該校の資格取得講座等
へ通う求職者の中から希望者を集
い、複数人が施設見学を行うこと

テクノスクール自体介護職員になるための
講座を年間複数回の開催に加え、独自の
会場ガイダンスをしばらく開催していたが、
それ自体の開催が不可能となった

7 ハローワークからの紹介

ハローワーク（旧：公共職業安定所）
には、様々な機能があるが、求職者
が求人情報を閲覧し、希望する企業
があれば無料で紹介することも機能
の柱のひとつ

年間を通じ、このルートも強い。

8 人材紹介会社からの紹介
ハローワークが公的な無料で職業を
斡旋する機関に対し、それらを民間
の企業が行う形式。紹介、紹介予定
派遣、派遣型あり

１，２年このルートも多い。想定年収の２
５％から３５％の手数料が発生。経費を考
えながら契約
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１５. 広報誌等情報の公開状況

（１）情報の公開に係わる制作物等

種類 内容

①広報紙さくら 下記（２）の要領にて、年３回発行

②ホームページ 情報発信手段のひとつ。職員の真剣な様子、かつ楽しい職場の様子を掲載

③事業報告 年度ごとの各施設の運営・取組状況を報告。毎年５月月内完成

④運営ケア計画 年度ごとの各施設の運営の目標等を説明。毎年３月月内完成

⑤カレンダー ご利用者及びそのご家族へ配布

⑥パブ等取材対応 随時対応

（２）広報誌さくら発行時期及び部数

内容 発行時期 体裁 部数 配布先

①春季号 ４月末頃 全カラー ２，２００部 ご利用者・ご家族、関係機関等へ配布

②秋季号 ９月中旬 全カラー ８，９００部

ご利用者・ご家族、関係機関等へ配布。

加えて、構成３市・村へ全戸配布。

年度ごとの決算一覧（Ａ４）添付

③新春号 １月末頃 全カラー ２，２００部 ご利用者・ご家族、関係機関等へ配布

①春季号イメージ（表裏のみ）
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②秋季イメージ（表裏のみ）

③新春号イメージ（表裏のみ）



1166..  令令和和33年年度度決決算算報報告告

社会福祉法人　桜井の里福祉会（法人合算） （単位：千円）

科　　目 決算額 摘要 科　　目 決算額 摘要
現金預金 412,738 事業未払金 76,871
事業未収金 292,424 1年以内返済予定設備資金借入金 10,000
未収補助金 4,580 1年以内返済予定リース債務 8,565
立替金 415 預り金 769
前払金 22 職員預り金 6,486
前払費用 5,858 賞与引当金 109,362
1年以内回収予定長期貸付金 2,560 設備資金借入金 30,000
土地（基本財産） 184,227 リース債務 27,164
建物（基本財産） 2,060,597 基本金 282,325
土地 33,919 国庫補助金等特別積立金 1,489,588
建物 4,965 施設整備建設積立金 487,000
構築物 26,127 人件費積立金 45,000
車輌運搬具 17,279 次期繰越活動増減差額 1,171,978
器具及び備品 115,083 (うち当期活動増減差額) 60,558
建設仮勘定 2,837
有形リース資産 35,438
権利 1,512
ソフトウェア 2,867
投資有価証券 320
長期貸付金 9,340
施設整備建設積立資産 487,000
人件費積立資産 45,000

合　計 3,745,108 合　計 3,745,108

社会福祉法人　桜井の里福祉会（法人合算） （単位：千円）

科　　目 決算額 摘要 科　　目 決算額 摘要
人件費支出 1,493,339 介護保険保険事業収入 2,056,049
事業費支出 291,485 老人福祉事業収入 15,474
事務費支出 145,792 障害福祉サービス等事業収入 9,294
利用者負担軽減額 3,407 医療事業収入 9,776
支払利息支出 225 借入金利息補助金収入 225
その他の支出 7,393 経常経費寄附金収入 890
設備資金借入金元金償還支出 10,000 受取利息配当金収入 13
固定資産取得支出 49,682 その他の収入 20,766
ファイナンス・リース債務の返済支出 6,586 施設整備補助金収入 11,719
長期貸付金支出 600 長期貸付金回収収入 3,800
積立資産支出 215,000 投資有価証券売却収入 10
その他の活動による支出 1,171 積立資産取崩収入 10,000
当期末支払資金残高 631,911 前期末支払資金残高 718,575
(うち当期資金収支差額) -86,664

合　計 2,856,591 合　計 2,856,591

貸貸　　借借　　対対　　照照　　表表

借　　　　方 貸　　　　方

資資　　金金　　収収　　支支　　計計　　算算　　書書

借　　　　方 貸　　　　方
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（３）ホームページへの取組　https://www.sakurai-fukushi.or.jp

①トップ画面

②動画も作成

●総括
１. 必要な情報を適宜発信し、訴求できるよう活動。

また、最低月１回の更新を実施
２. 見てる人は見ている……。特に就職を意識している学生は、会社選ぶ際の

大事な意思決定を促すツールのひとつと認識
３. 現在は、トップページ、構成に改良を加えた第２期目
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