
 
平成２７年度 社会福祉法人飛騨古川 事業報告書 

平成２８年３月３１日作成 
 
１．理事会開催 
 第１回 平成２７年５月２１日（木）１９：３０ 飛騨古川さくらの郷５階会議室 

出席者：理事８／８  監事２／２ 
協議事項 

（１）平成２７年度予算補正について                承認 
（２）平成２６年度事業報告及び決算認定について          承認 
（３）第８期評議員の選任同意について               承認 
（４）さくらの郷あさぎりデイサービスセンターの休止について    承認 
（５）さくらの郷あさぎり運営規程（特養）の一部改正について    承認 
（６）さくらの郷あさぎり運営規程（ショート）の一部改正について  承認 

 
 第２回 平成２７年６月２３日(火)１９：３０ 飛騨古川さくらの郷 5 階会議室 

出席者：理事８／８ 
協議事項 

（１）理事長・副理事長の互選について               承認 
（２）理事長・副理事長の職務代理について             承認 

 
 第３回 平成２７年８月２５日(火)１９：３０ 飛騨古川さくらの郷 5 階会議室 

出席者：理事６／８  監事１／２ 
協議事項 

（１）平成２７年度予算補正について                承認 
（２）定款の一部改正について                   承認 
（３）さくらの郷運営規程（特養）の一部改正について        承認 
（４）さくらの郷運営規程（ショート）の一部改正について      承認 
（５）さくらの郷運営規程（デイ）の一部改正について        承認 
（６）さくらの郷あさぎり運営規程（特養）の一部改正について    承認 
（７）さくらの郷あさぎり運営規程（ショート）の一部改正について  承認 
（８）さくらの郷あさぎり運営規程（デイ）の一部改正について    承認 
（９）ヘルパーステーションさくらの郷大野運営規程の一部改正につ 

いて                            承認 
（１０）デイサービスセンターあいらすの森の運営規程の一部改正につ 

いて                            承認 



報告事項 
（１）さくらの郷給食業務委託契約書の締結について         同意 

 
 第４回 平成２７年１２月２２日（火）１９：３０ 飛騨古川さくらの郷５階会議室 

出席者：理事６／８  監事１／１ 
協議事項 

（１）託児所から保育所への変更について              承認 
（２）平成２７年度予算補正について                承認 
（３）あさぎり保育所運営規程の制定について            承認 
（４）特定個人情報取扱規程の制定について             承認 
（５）旅費規程の一部改正について                 承認 
（６）さくらの郷運営規程（デイ）の一部改正について        承認 

報告事項 
（１）デイサービスセンターあいらすの森の廃止について       同意 
（２）さくらの郷の運営規程（特養）・あさぎりの運営規程（特養）の 

一部改正の専決処分について                 同意 
 

第５回 平成２８年３月１日（火）１９：３０ 飛騨古川さくらの郷５階会議室 
出席者：理事８／８  監事１／２ 

協議事項 
（１）平成２７年度予算補正について                承認 
（２）平成２８年度事業計画並びに収支予算について         承認 
（３）定款の一部改正について                   承認 
（４）給与規程の一部改正について                 承認 
（５）経理規程の一部改正について                 承認 
（６）主な契約の締結について                   承認 
（７）辞職に伴う第８期評議員の選任について            承認 
（８）苦情解決第三者委員の選任について              承認 
（９）デイサービスセンターあさぎりの廃止について         承認 

（１０）飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業の受託について     承認 
（１１）介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスＡ運営規程の 

制定について                        承認 
（１２）ストレスチェック制度実施規程の制定について         承認 
（１３）ヘルパーステーションさくらの郷大野事務所移転について    承認 
（１４）あさぎり病児・病後児保育所の事業開始について        承認 

報告事項 



（１）さくらの郷あさぎり運営推進委員の選任について        同意 
（その他）平成２８年度職員配置図について 

 
２．評議員会開催 
 第１回 平成２７年５月２１日（木）１８：００ 飛騨古川さくらの郷５階会議室 

出席者：評議員１６／１７  監事２／２ 
協議事項 

（１）平成２７年度予算補正について                承認 
（２）平成２６年度事業報告及び決算認定について          承認 
（３）第８期理事・監事の選任同意について             承認 
（４）さくらの郷あさぎりデイサービスセンターの休止について    承認 

 
 第２回 平成２７年８月２５日（火）１８：００ 飛騨古川さくらの郷５階会議室 

出席者：評議員１２／１７  監事１／２ 
協議事項 

（１）平成２７年度予算補正について                承認 
（２）定款の一部改正について                   承認 

報告事項 
（１）さくらの郷給食業務委託契約書の締結について         同意 

 
第３回 平成２７年１２月２２日（火）１８：００ 飛騨古川さくらの郷５階会議室 

出席者：理事９／１７  監事０／１ 
協議事項 

（１）託児所から保育所への変更について              承認 
（２）平成２７年度予算補正について                承認 
（３）あさぎり保育所運営規程の制定について            承認 
（４）特定個人情報取扱規程の制定について             承認 

報告事項 
（１）デイサービスセンターあいらすの森の廃止について       同意 
 

第４回 平成２８年３月１日（火）１８：００ 飛騨古川さくらの郷５階会議室 
出席者：評議員１７／１７  監事１／２ 

協議事項 
（１）平成２７年度予算補正について                承認 
（２）平成２８年度事業計画並びに収支予算について         承認 
（３）定款の一部改正について                   承認 



（４）給与規程の一部改正について                 承認 
（５）経理規程の一部改正について                 承認 
（６）主な契約の締結について                   承認 
（７）辞職に伴う第８期評議員の選任について            承認 
（８）苦情解決第三者委員の選任について              承認 
（９）デイサービスセンターあさぎりの廃止について         承認 

（１０）飛騨市介護予防・日常生活支援総合事業の受託について     承認 
（１１）介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスＡ運営規程の 

制定について                        承認 
（１２）ストレスチェック制度実施規程の制定について         承認 
（１３）ヘルパーステーションさくらの郷大野事務所移転について    承認 
（１４）あさぎり病児・病後児保育所の事業開始について        承認 

報告事項 
（１）さくらの郷あさぎり運営推進委員の選任について        同意 

（その他）平成２８年度職員配置図について 
 
３．監査・検査関係 

○社会福祉法人 飛騨古川 法人監査 
平成２７年５月１９日（木）１５：００～１７：３０ 
さくらの郷１階 サークル室 
法人監事 ２名 

○老人福祉施設の指導監査（さくらの郷）特養 
平成２７年８月２７日（木）１０：００～１５：００ 
さくらの郷１階 サークル室 
飛騨振興局福祉課 職員２名 

○さくら保育園給食施設の栄養管理に関する指導 
平成２７年８月２８日（金）１１：３０～１２：３０ 
さくら保育園 給食施設等 
飛騨保健所 職員２名 

○さくら保育園指導監査  
平成２７年１０月８日（木）１３：００～１５：００ 
さくら保育園 職員室 
飛騨振興局福祉課 職員２名 

  飛騨市市民児童課 職員３名 
○社会福祉法人 飛騨古川 法人監査 

平成２７年１１月２５日（水）９：００～１５：００ 



さくらの郷１階 サークル室 
飛騨市職員３名 福祉課１名 健康生きがい課１名 市民児童課１名 

○老人福祉施設の指導監査（さくらの郷あさぎり） 
平成２７年１２月４日（木）１０：００～１５：００ 
さくらの郷あさぎり １階 相談室 
飛騨振興局福祉課 職員２名 

○あいらす大野指導監査 
平成２８年２月２６日（金）９：３０～１２：００ 
あいらす大野１階 食堂 
飛騨振興局福祉課 職員２名 

 
 ４．補助金・助成金申請関係 
    （１）補助金交付申請 

・飛騨市① さくらの郷建設費借入金償還元利補給金 
    （補 助 総 額） 200,000,000 円 

今年度補助額  15,499,244 円 
・飛騨市② あさぎり建設費借入金償還元利補給金 

（補 助 総 額） 183,000,000 円 
今年度補助額  14,601,576 円 

 
（２）助成金交付申請 

・岐阜労働局 
育児・介護等雇用（事業所内託児施設助成金）        2,119,000 円 
特定求職者雇用開発助成金（母子家庭の母等）       250,000 円 

・岐阜県 
平成 26 年度結核予防助成金                83,712 円 

 ・飛騨市 
就職奨励金                      100,000 円 
 

 ５．その他 
    （１）行事・来訪者一覧 
    （２）寄附等明細書 
    （３）入所者関係集計表 
    （４）稼働率 
 
 



 


