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平成 2７年度	 社会福祉法人あいあい事業報告書 

（自平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日） 
１．法人理念 
	 法人の基本理念である『共に生きる』を念頭にご利用者様の意思、決定を尊重し、住み

慣れた地域の中でその地域の一員となり、心身ともに豊かに生活できるようご家族、地

域、職員一丸となって支援しています。 
 
２．事業の概要 

事	 業	 名 事業所番号 指定年月日 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

特別養護老人ホーム小国あいあい 
1590200521 平成 24年 6月 15日 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

グループホーム小国あいあい 
1590200539 平成 24年 6月 15日 

 
３．管理別事業の利用状況 
（１）特別養護老人ホーム	 小国あいあい	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
年度初在所者数 年度末在所者数 利用者実人数 稼働率 

29人 28人 28人 97％ 
 
（２）グループホーム小国あいあい 
年度初在所者数 年度末在所者数 利用者実人数 稼働率 

16人 18人 18人 98.4％ 
 
 
４．理事会の開催状況 
平成 27年度の理事会は、下記の通り開催されました。 
（１）平成 27年 5月 22日 
【議題】 
第１号議案	 平成 26年度決算報告及び平成 25年度決算書訂正について 
第２号議案	 平成 26年度事業報告 
第３号議案	 給食委託業者選定方法について 

 
（２）平成 27年 6月 26日 
【議題】 
第１号議案	 委託医師の変更について 
第 2号議案	 コンサルタント業務委託について 

 



（３）平成 27年 9月 18日 
【議題】 
第１号議案	 理事、監事任期満了に伴う選任について 
 

（４）平成 27年 9月 25日 
【議題】 
第１号議案	 理事長互選について 
第２号議案	 理事長職務代理者の指名について 
 

（５）平成 27年 10月 15日 
【議題】 
第１号議案	 特別養護老人ホーム小国あいあい施設長任免について 

 
（６）平成 27年 11月 27日 
【議題】 
第１号議案	 法人指導監査に関する報告について 
第２号議案	 補正予算案の精進について 

 
（７）平成 27年 12月 22日 
【議題】 
第１号議案	 宿直職員給与規定の承認について 

 
（８）平成 28年 1月 16日 
【議題】 
第１号議案	 職員マイナンバーに関する事項について 
 

 
（９）平成 28年 3月 3日 
【議題】 
第１号議案	 給食委託業者選定方法と日程について 
第２号議案	 特別養護老人ホーム小国あいあい施設長任免について 

 
（１０）平成 28年 3月 31日 
【議題】 
第１号議案	 給食委託業者入札書改札立会及び業者決定について 
第２号議案	 平成 28年度予算案及び平成 28年度事業計画書承認について 

 
 
 



５．役員の状況 
役職名 氏	 名 常勤・非常勤 備	 考 
理事長 岡村	 	 信子 非常勤  
理	 事 小林	 	 義一 非常勤 ＊第２順位 
理	 事 河原崎	 幸一 非常勤  
理	 事 知野	 	 吉和 非常勤  
理	 事 米山	 	 ハル子 非常勤  
理	 事 海發	 亜由美 非常勤 ＊第１順位 
監	 事 鴨井	 健太 非常勤  
監	 事 山本	 満知子 非常勤  

＊理事長事故ある時の代理順位 
６．職員配置の状況 
【特別養護老人ホーム	 小国あいあい】 

職	 種 常	 勤 非常勤 計 備	 考 
施設長 1  1  

生活相談員 1  1 社会福祉士 1名 
介護支援相談員 1  1 介護福祉士兼務 

看護師 1 1 2 機能訓練指導員兼務 
管理栄養士 1  1  
介護職員 15 4 19 介護福祉士 8名 
事務員 1  1  
清掃員	   1 1  

 
 
 
 
 
【グループホーム	 小国あいあい】 

職	 種 常	 勤 非常勤 計 備	 考 
管理者 １  １  

計画作成担当者 １ １ ２ 介護支援専門員 1名 
介護職員 １２ ４ １６ 介護福祉士 5名 
宿直員  4 4  

 
 
 
 
 
 



７．職員研修その他行事 
年月日 施設行事 職員研修 

平成 27年 4月 お花見ドライブ  
5月 ドライブ  
6月 開設 3周年記念 感染予防について 
7月 おごしの里夏祭り  
8月 もちひと祭り	 夜桜会慰問 心肺蘇生方法について 
9月 町内敬老会参加  

10月 紅葉狩り	 すこやかともしび祭り参加  
11月 小国秋祭り参加予定（雨天中止） 感染予防について 
12月 クリスマス会	 忘年会  

平成 28年 1月 新年会	 フルート＆ギター演奏慰問 記録とコンプライアンス 
2月 小国雪祭り	 豆まき	 小千谷雪原祭り  
3月 ひな祭り食事会	 	  新人育成方法とスキルアップの方法 

※その他、各ユニットにて行事開催実施。 
 
８．その他行われた会議等 
（１）委員会 
感染対策委員会（ノロウイルス、インフルエンザ等の感染について特養看護師より職員 

全員対象にオムツ交換の仕方等指導する。） 
防災委員会（消防署職員参加で避難訓練行う。） 
身体拘束・事故防止検討委員会（事故発生後の対応について臨時招集行い、今後の対応に

ついて検討する。） 
広報行事委員会（各月に行われる行事の進め方、食事の提供方法について検討。） 
研修委員会（施設見学や各種研修の参加について検討） 
 
（２）外部委託委員を伴う会議 
入所判定委員会…入所に伴い、必要に応じて開催 
（施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護師、各ユニットリーダー、地域代表者 2名） 
運営推進会議…1回／2カ月定期的に開催	 （偶数月の第二木曜日を予定） 
（長岡市介護保険課、小国支所市民生活課、地域包括、地域代表 2名、太郎丸地区総代、 
	 ご利用者様 1名、ご利用者様ご家族代表、施設長、管理者、生活相談員） 
 
（３）その他会議 
運営会議（各ユニットリーダー、看護師、栄養士、介護支援専門員、施設長、管理者、 

生活相談員） 
	 	 	 	 	 	  

９．苦情対策についての報告 
	 ・今年度該当なし。 


