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          平成２９年度（福）聖母福祉会 事業報告（法人本部） 

 
平成２９年度事業について、その概要を報告します。 

職場の刷新と職員の資質向上を図り、法人として共通の認識を持っていただくために施設間の人

事異動を実施いたしました。 また、一方で優良な人材確保のため、職員の採用試験を実施し、新規

採用職員と正規登用職員合わせて８名を新年度から各施設に配属することができました。 
清水聖母保育園（３名）、天使園子どもの家（１名）藤枝聖マリア保育園（２名） 
聖ヨゼフの園（２名） でした。 

 
法人の基本理念であるカトリック精神や役割を学び、職員の資質向上のため、職場内研修を初

めとして宿泊を伴う、新採職員研修・中堅職員研修・園長研修を裾野マリア修道院にて行いまし

た。 前年に引き続き、島田の修道院の藤原柗代シスターに、講師の布陣としてお願いできたこ

とは、研修内容が充実し嬉しいことでした。 法人の日研修では、ミサと式典、コンサートは前

年と同じ、カトリック静岡教会で行いました。コンサートは、隣の雙葉学園の中・高校生に“ベ

ル演奏”をお願いしましたが、清心な音に魅了されました。午後は、会場の確保の関係で“あざ

れあ”を利用しましたので移動が伴い、担当の岡部聖母保育園にいろいろな手配と調整で苦労を

おかけしました。それでも、時間的な余裕があったので予定時間より少し早く、司教様の講話（カ

トリック校園で働くにあたって）を始めさせて頂き、ゆっくり聴講することができました。 
聖ヨゼフの園では、事務棟２階ホールの狭隘で老朽化のため、耐震対策含めた工事を５社によ

る指名競争入札ですすめ、広々とした施設機能に変わり、さまざまな催し事では、ゆったりした

空間で落ち着いた活動の成果を見られたために、ホールへの称賛の声が聞かれました。 
 
保育園では、岡部聖母保育園の５０周年記念事業が挙行されました。前年の掛川、徳山に続き、

担当園の職員の総力で盛況に実施されたことは、関係者一同大きな喜びでした。、今年度の藤枝聖

マリア保育園の５０周年にも繋ぐことができたと思います。 また、前年に続き処遇改善の旗印

のもとで健全運営のための委託費などは、処遇Ⅰ、処遇Ⅱと変化をみせながらも順調に増額され

ているので各保育園とも収入を伸ばすことが出来ています。しかし、多少の条件がついてくるの

で現場の監督である園長先生たちにも戸惑いが見られました。 日頃の保育活動に於いては、大

きな事故やけがの報告もなく、順調であります。 感染症対策については、計画を練っていても、

インフルエンザの蔓延や嘔吐、下痢などの防止はなかなか容易でない課題です。それでも、繰り

返し、次年度に反省点として特筆すべきことであると思われます。 
 
各施設に出された苦情受付件数は年間１５件で、苦情解決第三者委員から的確なご指導を頂き

ました。多方な角度からの助言により、施設としての立場だけでなく、様々な側面を新たに省み

ることができたことを嬉しく思っています。 苦情の件数が少なくなっているのは、嬉しいこと

ではありますが、ちょっとした要望・要求などを取り上げて、大きな問題に繋がらないようにし

ていくことも大切なので、３０年度も、そのような姿勢を各施設に要求をしました。 また、モ

ンスターペアレントの存在も考えられるのでトラブルの回避には、慎重な言葉や態度、そして、

職員全員で研修を通して共有することをお願いしました。 
 社会福祉法が変わって新定款による法人の運営も１年が過ぎましたが、理事長をはじめ、理事、

監事、各施設長のご協力を仰ぎ、大きなトラブルもなく順調であったことにより、こうして理事

会、評議員会に臨めることが大きな喜びです。 また、各施設のお役に立つために、もっともっ
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と細かい配慮を惜しまずにすすめて行きますので宜しくお願いします。 
 
 
１、 法人 

法 人 名  社会福祉法人 聖母福祉会    静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
設立年月日  昭和４１年５月１７日 
代 表 者  理事長 和野 信彦 

 
２、 運営する施設・事業 
  《第一種社会福祉事業》 
  ①特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園     静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
    事業開始 昭和４４年６月１日      定員９０名 
  《第二種社会福祉事業》 
  ①保育所 清水聖母保育園          静岡市清水区岡町１番３４号 
    事業開始 昭和２４年９月１日      定員２００名 
  ②保育所 徳山聖母保育園          榛原郡川根本町徳山１８６５番地２ 
    事業開始 昭和４１年５月１日      定員３０名 
  ③保育所 掛川聖マリア保育園        掛川市中央１丁目８番１号 
    事業開始 昭和４１年５月１日      定員１５０名 
  ④保育所 天使園子どもの家         浜松市中区成子町２３番地１ 
    事業開始 昭和３９年６月１日      定員７０名 
  ⑤保育所 岡部聖母保育園          藤枝市岡部町内谷５８１番地２ 
    事業開始 昭和４２年６月１日      定員６０名 
  ⑥保育所 藤枝聖マリア保育園        藤枝市下薮田７３３番地１ 
    事業開始 昭和４３年４月１日      定員１５０名 
  ⑦保育所 島田聖母保育園          島田市中河町３４４番地 
    事業開始 昭和４７年４月１日      定員１２０名 
  ⑧聖ヨゼフの園デイサービス         静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
    事業開始 平成５年１月１日       定員３５名（通常型 25 名、痴呆型 10 名） 

  ⑨聖ヨゼフの園老人居宅介護等事業（ホームヘルプ） 静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
    事業開始 平成６年４月 1 日 
    ⑩聖ヨゼフの園居宅介護支援事業       静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
    事業開始 平成１１年１０月 1 日 

⑪聖ヨゼフの園老人短期入所事業（ショートステイ） 静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
    事業開始 昭和５３年１１月１日     定員５名       
  《その他事業》 
  ①聖ヨゼフの園診療所            静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
    事業開始 昭和４４年６月 1 日 
  ②聖ヨゼフ診療所              静岡市駿河区八幡４丁目６番９号 
    事業開始 平成２９年４月１日 
 
３、理事会の開催 

《第１回》 
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①日  時  平成 29 年６月３日（土）午後１時から 
  ②場  所  聖ヨゼフの園 
  ③理事定数   ６名 
  ④出席理事   ６名 林健久、小林 潔、石野八須子、森政也、田坂成生  
   出席監事   ２名 大手利公、山崎庸夫 

その他出席者(園長) ６名 澤口純子、天野須美子、岡本真理子、清水章子、鈴木訓子、長澤照子 
  ⑤議案事項  第１号 平成 28 年度 事業報告について 
         第２号 平成 28 年度 決算報告について 
               〃    監事監査結果報告 
         第３号 社会福祉法人聖母福祉会保育施設及び聖ヨゼフの園 

給与規程、育児・介護休業等に関する規則の一部改定について 
         第４号 社会福祉法人聖母福祉会 経理規程の一部改定について 
         第５号 社会福祉法人聖母福祉会 保育施設及び聖ヨゼフの園就業規則の 

一部改定について 
         第６号 業務執行理事の選定とその業務について 
         第７号 役員旅費規程について 
         第８号 評議員会の日程について 
  ⑥報告事項    １ 藤枝聖マリア保育園隣地借り入れについて 

２ 苦情解決第三者委員会の報告（平成 29 年 1 月～3 月）  
                   
《第２回》 
①日  時  平成 29 年６月 17 日（土）午後２時 50 分から 

  ②場  所  聖ヨゼフの園 
  ③理事定数   ６名 
  ④出席理事   ６名 和野信彦、小林潔、石野八須子、森政也、田坂成生、澤口純子 
   出席監事   ２名 大手利公、山崎庸夫 
  ⑤議案事項  第１号 理事長の互選について 
         第２号 社会福祉法人聖母福祉会 経理規程の一部改定について 
  
  
《第３回》 
①日  時  平成 29 年 10 月 28 日（土）午後１時 10 分から 

  ②場 所  清水聖母保育園 
  ③理事定数   ６名 
  ④出席理事   ５名 和野信彦、小林潔、石野八須子、森政也、田坂成生 
   欠席理事   １名 澤口純子 
   出席監事   ２名 大手利公、山崎庸夫 

その他出席者(園長) ４名 天野須美子、岡本真理子、清水章子、鈴木訓子、 
  ⑤議案事項  第１号 平成 29 年度 第１次補正予算について 
         第２号 社会福祉法人聖母福祉会 保育施設及び聖ヨゼフの園 

非常勤就業規則の一部改定について 
         第３号 社会福祉法人聖母福祉会 保育施設及び聖ヨゼフの園 
             育児・介護休業等に関する規則の一部改定について 
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         第４号 社会福祉法人聖母福祉会 経理規程の一部買い手について 
         第５号 社会福祉法人聖母福祉会 保育施設及び聖ヨゼフの園 
             文書保存規程の別表一部改定について 
         第６号 社会福祉法人聖母福祉会 保育施設及び聖ヨゼフの園 
             給与規程の一部改定について 
         第７号 独立行政法人福祉医療機構に対する貸付条件変更承認申請について 
 
  ⑥報告事項      １ 苦情解決第三者委員会の報告（平成 29 年４月～９月） 
           ２ 職員採用試験の結果について 
           ３ 予備費使用について 
           ４ 社会福祉施設に対する指導監査の実施結果について 
           ５ その他（職務執行状況報告） 
 
 《第４回》 
  ①日  時  平成 30 年１月 13 日（土）午後１時から 
  ②場  所  聖ヨゼフの園 
  ③理事定数   ６名 
  ④出席理事   ５名 和野信彦、小林潔、石野八須子、森政也、田坂成生 
   欠席理事      １名 澤口純子 

出席監事   １名 大手利公 
  ⑤議案事項   第１号 定款変更について 

第２号 平成 30 年度 理事会等の日程について 

 ⑥報告事項     １ 社会福祉法人聖母福祉会 職員人事異動について 

          ２ 指導監査について（聖ヨゼフの園、天使園子どもの家） 

  ⑦その他     １ 「法人の日」について 

 

《第５回》 
  ①日  時  平成 30 年３月 10 日（土）午後１時から 
  ②場  所  聖ヨゼフの園 
  ③理事定数   ６名 
  ④出席理事   ６名 和野信彦、小林潔、石野八須子、森政也、田坂成生、澤口純子 
   欠席理事    ０名  

出席監事   ２名  大手利公、山崎庸夫 
その他出席者(園長) ５名 天野須美子、岡本真理子、清水章子、鈴木訓子、長澤照子 

  ⑤議案事項   第１号 平成 29 年度 最終補正予算について 

第２号 平成 30 年度 基本方針、事業計画について 

第３号 前期末支払資金残高の取崩について（法人本部繰入金）  

第４号 社会福祉法人聖母福祉会 会計業務の顧問契約について 

第５号 保育施設 給与規程改定について 

         第６号 経理規程改定について 

         第７号 聖ヨゼフの園 規程改正等について 
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         第８号 平成30年度当初予算について 

         第９号 天使園子どもの家 遊具購入について 

   ⑥報告事項     １ 平成30年度 法人組織について 

          ３ 苦情解決第三者委員会の報告（平成29年10月～12月） 

          ４ （福）聖母福祉会職員人事異動について（最終） 

          ５ 指導監査の結果について（清水聖母） 

 

４、評議員会の開催 
 《第１回》   

①日  時   平成 29 年６月 17 日（土）午後１時から 
  ②場  所   聖ヨゼフの園 
  ③評議員定数  ７名 
  ④出席評議員  ７名  伊東千鶴子、三輪昌彦、小林敏好、天野正孝、天野博美、 

澤部冨子、加藤歳彦 
   欠席評議員   ０名  

出席監事    ２名 大手利公、山崎庸夫 
その他の出席者（園長）７名 石野八須子 澤口純子 天野須美子 岡本真理子 清水章子 
           鈴木訓子 長澤照子  

   その他の出席者（理事）４名 林 健久 和野信彦 小林 潔 森 政也  
  ⑤議案事項   第１号 平成 28 年度 事業報告について 
          第２号 平成 28 年度 決算報告について 
               〃     監事監査結果報告 
          第３号 理事・監事の選任ついて 
          第４号 役員報酬規程について 
  ⑥報告事項     １ 社会福祉法人聖母福祉会 経理規程の一部改定について 

           ２ 業務執行理事の選定とその業務について 
           ３ 役員旅費規程について 
           ４ 苦情解決第三者員会の報告（平成 29 年 1 月～3 月） 
            
《第２回》 ＊書面議決＊   

  ①評議員定数  ７名 
  ②議決評議員  ７名 天野博美、天野正孝、伊東千鶴子、加藤歳彦、 

小林敏好、澤部冨子、三輪昌彦 
  ③議案事項   第１号 定款変更について 
  
   
５、園長会の開催 
  《第１回》 
  ①日  時  平成 29 年４月 13 日（木）午前 10 時から 
  ②場  所  聖ヨゼフの園 

③議  題  １ 新規採用職員研修について 
２ 障がい者雇用について 
３ 決算書、事業報告書等の提出について 
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４ 技能・経験に応じた処遇改善について 
５ 園長研修について 

  ④その他   １ 保育士会について 
         ２ モンテッソーリ研修の参加について 
         ３ 法人の日研修について 
         ４ 重要事項説明書の同意書について 
         苦情解決第三者委員会          
 《第２回》 
  ①日  時  平成 29 年６月６日（火）午前 10 時から 
  ②場  所  清水聖母保育園 
  ③議  題  １ 内部研修について（園長研修、中堅研修） 
         ２ 平成 30 年度新規採用及び異動について 

 ３ 事務研修について 
 ４ 「法人の日」について 

  ④その他   １ ホームページ開設について（掛川聖マリア保育園） 
 
 
 ＜臨時園長会＞ 
  ①日  時  平成 29 年７月 11 日（火）午前 10 時から 
  ②場  所  島田聖母保育園 
  ③議  題  １ 処遇改善Ⅱ対象職員への対応及び他職員への対応について 
         ２ 処遇改善Ⅱに係るキャリアアップが出来る仕組みづくりの構築について 
         ３ 園長の役職手当について 
 
《第３回》 

  ①日  時  平成 29 年８月 10 日（水）午前 10 時 15 分から 
  ②場  所  徳山聖母保育園 

 ③議  題  １ 平成 30 年度採用 職員採用について 
         ２ 園長研修について  
         ３ 保育所保育指針の改定について 
         ４ 平成 29 年度処遇改善加算Ⅱについて 
  ④その他   情解決第三者委員会 
 
 《第４回》 
  ①日  時  平成 29 年 10 月 11 日（水）午前９時から 
  ②場  所  掛川聖マリア保育園 
  ③議  題  １ 人事異動について 
         ２ 給与規程について（経験換算値） 
         ３ Fin Tech サービス・保険について 
  ④その他   １ 法人の日研修について 
         ２ 藤枝聖マリア保育園 50 周年について 
         ３ 処遇改善による給与規程について 
         苦情解決第三者委員会 
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 《第５回》 
  ①日  時  平成 29 年 12 月７日（木）午後１時 30 分から 
  ②場  所  天使園子どもの家 
  ③議  題  １ 事務研修について 
         ２ 新採オリエンテーションの日当の支払について 
         ３ 平成 30 年度 理事会の日程について 
         ４ 平成 30 年度 内部研修の講師について（新採・中堅・主任リーダー研修） 
         ５ 給与規程別表７ 「期末・勤勉手当」について 
         ６ 本部繰入金について 
         ７ 事務委任規程について 
         ８ 給与規程・経験年数換算について 
         ９ 法人モンテ研修・今年度乾燥、来年度計画について 
  ④その他   １ 職員採用の経過報告（追加分） 
         ２ 「法人の日」について 
         
 《第６回》 
  ①日  時  平成 30 年２月７日（水）午前 10 時から 
  ②場  所  岡部聖母保育園 
  ③議  題  １ 平成 30 年度 法人の基本方針について 
         ２ 平成 30 年度 新規採用者オリエンテーションについて 

３ 人事異動について 
４ 給与規程について 

  ④その他   １ 法人の日研修について 
          ・今年度の感想・反省 
          ・来年度に向けて 
         ２ 指導監査の結果について 
         ３ 処遇改善Ⅰ・Ⅱについて 
         苦情解決第三者委員会 
 
６、施設・設備整備 

  ①島田聖母保育園    オーニング取付工事 
(H29.4)                 飯塚シート                  1,900,800 円                

②岡部聖母保育園    てんし組外部庇工事 
(H29.5)                 アルファー工房(株)              1,198,800 円 

    ③藤枝聖マリア保育園   セーフティスペース遮熱施工工事 
     (H29.5)                 株式会社ジャクエツ            2,203,200 円 
        ④藤枝聖マリア保育園  保育園北側通路屋根工事 
     (H29.4)                静鉄建設株式会社              2,203,200 円 
    ⑤天使園子どもの家   遮熱ゴムチップ塗装工事 
     (H29.5)                ひかりのくに(株)              1,500,000 円 
    ⑥聖ヨゼフの園     事務棟２階ホール改修工事     
     (H29.5)                （株）佐藤工務店                         21,300.000 円 
    ⑦島田聖母保育園    １歳児室北側外部木製デッキ改修工事 
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      (H29.12)                大河原建設(株)              3,600,000 円 
    ⑦徳山聖母保育園    複合型特注遊具設置工事 
     (H30.1 )                (株)フレーベル静岡              2,000,000 円  
   
７、指導監査等の実施   

実施年月日 対象施設名 立会い監事 立会い理事 担  当 
Ｈ29.8.1 （火） 藤枝聖マリア保育園 山崎 小林 県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 

Ｈ29.8.1 （火） 徳山聖母保育園 大手  県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 
Ｈ28.8.8 （火） 掛川聖マリア保育園 大手 小林 県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 
Ｈ28.8.9 （水） 岡部聖母保育園 山崎 小林 県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 
Ｈ28.8.9 （水） 島田聖母保育園 大手  県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 
Ｈ29.10.13（金） 天使園子どもの家 大手・山崎 小林 浜松市健康福祉部福祉総務課 
Ｈ29.11.28（火） 清水聖母保育園 大手 小林 静岡市子どもみらい局幼保支援課 
Ｈ29.11.29（水） 聖ヨゼフの園 大手 小林 静岡市保健福祉局福祉部福祉総務課  
 
８、監事監査の実施     

実施年月日 対象施設名 担当監事 実施場所 
H29.5.22(月) 清水聖母保育園 大手・山崎 

聖ヨゼフの園 H29.5.22(月) 法人本部 大手・山崎 
H29.5.22(月) 聖ヨゼフの園 大手・山崎 
H29.5.23(火) 岡部聖母保育園 大手・山崎 

藤枝聖マリア保育園 
H29.5.23(火) 藤枝聖マリア保育園 大手・山崎 
H29.5.24(水) 徳山聖母保育園 大手・山崎 

天使園子どもの家 
H29.5.24(水) 島田聖母保育園 大手・山崎 
H29.5.25(水) 掛川聖マリア保育園 大手・山崎 

掛川聖マリア保育園 
H29.5.25(水) 天使園子どもの家 大手・山崎 
H29.4.5(水) 聖ヨゼフの園・入所者預り金 大手・山崎 聖ヨゼフの園 
H29.10.11 (水) 聖ヨゼフの園・入所者預り金 大手・山崎 聖ヨゼフの園 
    
 
９、内部研修の実施 

研 修 名 開催日時 開催場所 研 修 内 容 
第 20 回  
新規採用 
職員研修 

H29.6.14（水） 
 から 
H29.6.15（木） 

聖心会 
裾野マリア修道院 
（裾野市桃園） 

・法人の基本理念であるカトリック精神を学び、

カトリック施設の職員としての資質について考

え自覚する。 

・講師 愛徳カルメル修道女会 藤原シスター・

和野理事      参加者数７名 

・その他の参加 長澤園長 

第 19 回 
中堅職員研修 
 

H29.11.1（水） 

 から 
H29.11.2（木） 

 

聖心会 
裾野マリア修道院 
（裾野市桃園） 

・法人の基本理念であるカトリック精神を学び、

カトリック施設で働く者の役割を自覚する。 

・講師 小畑雪江氏・和野理事長 参加者数７名 

・その他の参加   清水園長 
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第 43 回 
法人の日研修 

H29.1.27（土） 

 
カトリック静岡教会 
 
担当園 
岡部聖母保育園 

・式典   

・講演「カトリック校園で働くにあたって」 

 講師 カトリック横浜司教区 

    司教 ラファエル梅村昌弘 

・聖歌のコンサート  

静岡雙葉高等学校・中学校聖歌隊 

・ミサ 梅村司教・和野神父    

参加者人数 117 人 

第７回 
園長研修会 
 

H29.10.4（水） 

から 
H29.10.5（木） 

聖心会 
裾野マリア修道院 
（裾野市桃園） 

・「園長の役割と、やるべきことは」 

・講師 藤原シスター 和野理事長 

参加者人数 ７名 その他の参加 小林事務局長 

事務研修 H30.1.17（水） 聖ヨゼフの園 ・平成 29 年度決算について 

・平成 30 年度予算について 

・その他 事務連絡 

・講師：鈴木税理士事務所長 

・参加者数 園長、事務員 16 名 

・その他の参加 理事長・統括・本部職員 

 
10、その他 

 常任理事会の開催（年４回開催） 
・育児・介護休業に関する規則の一部改定について 
・経理規程の一部改定について 
・就業規則の一部改定について 
・業務執行理事の業務について 
・役員報酬規程について 
・役員旅費規程について 
・理事・監事の選任について 
・非常勤就業規則の一部改定について 
・文書保存規程の別表一部改定について 
・給与規程の一部改定について 
・独立行政法人福祉医療機構に対する貸付条件変更承認申請について 
・定款変更について 
・聖ヨゼフの園 規程の改正等について 
・天使園子どもの家 遊具購入について ほか 

   
   
 
    


