２．社会福祉法人晴山会

法人本部関係

１）理事会・評議員会の開催状況
主

回数 開催年月日 出席者数（名）

1

H30.6.13

第１回

な

議

題

１、 平成29年度事業報告について（法人本部）

理事会

9

２、 平成29年度決算報告について（法人本部）

（監事）

2

３、 社会福祉充実計画を作成する必要がない財務状況の承認について
（法人本部）

４、 福祉車両の新規導入及びリース契約の締結について
（特別養護老人ホーム土浦晴山苑）

５、 電話交換機設備リース契約の締結について
（特別養護老人ホーム土浦晴山苑）

６、 ショートステイ用個浴対応リフト機器リース契約の締結について
（特別養護老人ホーム土浦晴山苑）

７、 スチームコンベクションオーブン及び配膳車リース契約の締結について
（特別養護老人ホーム土浦晴山苑）

８、 福祉車両の導入及びリース契約の締結について
（障害福祉サービス事業所すみだ晴山苑）

９、 評議員会の日時及び場所並びに議案等の決定について（法人本部）
報告事項１ 役員等の損害賠償責任保険への加入について（法人本部）

2 H30.6.27

第１回

１、 平成29年度事業報告について（法人本部）

評議員会

9

２、 平成29年度決算報告について（法人本部）

（監事）

2

［監事による監査報告］
３、 社会福祉充実計画を作成する必要がない財務状況の承認について
（法人本部）

４、 理事の選任について（法人本部）
５、 社会福祉法人晴山会法人本部長の選任について（法人本部）
報告事項１ 役員等の損害賠償責任保険への加入について（法人本部）

3 H30.6.27

第２回

１、 常務理事の選任について（法人本部）

理事会

10

（監事）

2

主

回数 開催年月日 出席者数（名）

4 H30.9.19

第３回

な

議

題

１、 建物の外壁等修繕工事の実施について（障害者支援施設鎌取晴山苑）

理事会

10

（監事）

1

２、 送迎バス運行委託入札落札者との契約について
（障害福祉サービス事業所すみだ晴山苑）

３、 障害福祉サービス事業所すみだ晴山苑施設長の選任について
（法人本部）
４、 障害福祉サービス事業所桜が丘晴山苑施設長の選任について
（法人本部）
５、 法人役員等の損害賠償責任保険の加入について（法人本部）
報告事項１ 主たる対象者の変更（追加）について
（障害福祉サービス事業所すみだ晴山苑）

5 H30.12.12

第４回

１、 平成30年度第1次補正予算について

理事会

10

（監事）

1

（法人本部、障害者支援施設鎌取晴山苑、特別養護老人ホーム土浦
晴山苑、就労・生活支援センター飛鳥晴山苑）

２、 定款の変更について（法人本部）
３、 定款施行細則の一部改正について（法人本部）
４、 飛鳥晴山苑給食業者委託契約について
（特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑、就労・生活支援センター飛鳥晴山苑）

５、 特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑運営規程の一部改正について
（特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑）

報告事項１ 理事長の職務執行状況及び専決事項の状況について（法人本部）
報告事項２ 事業所内保育所建設中止について（法人本部）
報告事項３ 東京都福祉保健局指導監査部第一課による実地監査の結果に
ついて（就労・生活支援センター飛鳥晴山苑）
報告事項４ 千葉市保健福祉局保健福祉総務課による指導監査及び実地指導
の結果について（特別養護老人ホーム晴山苑、ケアハウス晴山苑）
報告事項５ 千葉県習志野健康福祉センターによる指導監査の結果について
（法人本部）

6 H30.12.26

第２回

１、 平成30年度第1次補正予算について

評議員会

8

（法人本部、障害者支援施設鎌取晴山苑、特別養護老人ホーム土浦

（監事）

2

晴山苑、就労・生活支援センター飛鳥晴山苑）

２、 定款の変更について（法人本部）
報告事項１ 役員等の損害賠償責任保険の加入について（法人本部）

回数 開催年月日 出席者数（名）

7 H31.3.11

第５回

主

な

議

題

１、 平成30年度第2次補正予算について（法人本部）

理事会

10

（監事）

2

２、 平成31年度事業計画について（法人本部）
３、 平成31年度予算について（法人本部）
４、 定款施行細則の一部改正について（法人本部）
５、 就業規則の一部改正について（法人本部）
６、 有期契約職員就業規則の一部改正について（法人本部）
７、 無期契約職員就業規則の制定について（法人本部）
８、 福祉大臣サーバーの契約締結について（法人本部）
９、 介護ソフト「ほのぼの」のリース契約締結について（法人本部）
10、 送迎車両のリース契約締結について（特別養護老人ホーム飛鳥晴山苑）
11、 苦情解決の仕組みに関する規程の一部改正について（法人本部）
報告事項１ 理事長の職務執行状況及び専決事項の状況について（法人本部）
報告事項２ 定款変更のとりやめについて（法人本部）
報告事項３ 千葉市保健福祉局地域包括ケア推進課による実地指導の結果に
ついて（千葉市あんしんケアセンター花見川）
報告事項４ 千葉市保健福祉局地域包括ケア推進課による実地指導の結果に
ついて（千葉市あんしんケアセンターこてはし台）

8 H31.3.25

第３回

１、 平成30年度第2次補正予算について（法人本部）

評議員会

9

２、 平成31年度事業計画について（法人本部）

（監事）

2

３、 平成31年度予算について（法人本部）
４、 第三者委員の選任について（法人本部）
報告事項１ 事業所内保育所建設中止について（法人本部）
報告事項２ 定款変更の取りやめについて（法人本部）

9 H31.3.25

第６回

１、 第三者委員の選任について（法人本部）

理事会

9

（監事）

2

２、 個別浴槽のリース契約締結について
（特別養護老人ホーム印旛晴山苑）
報告事項１ 千葉県印旛健康福祉センターによる社会福祉法人等指導監査の
結果について（特別養護老人ホーム印旛晴山苑）

２）地域における公益的な取組
各事業所ごとに、「実習生の受入」「行事の開催」を実施しました。
また、花見川区民まつり・花見川団地まつりは、医療法人社団晴山会と共同で参加しました。
その他、千葉市あんしんケアセンター花見川、千葉市あんしんケアセンターこてはし台、東京都
北区飛鳥晴山苑地域包括支援センター、印西市印旛地域包括支援センターの４か所の地域包括支
援センターでは、「認知症サポーター養成講座」や「認知症カフェ」の開催等、それぞれの地域
において、地域包括ケアの構築に向け活動しました。
さらに、地域住民に向けての講演会等を下記の２つの地区で開催しました。
【地域介護公開研究会】
開催場所：特別養護老人ホーム晴山苑内「地域ふれあい広場
回 数

開催日

第67回 H30. 4. 9

第68回 H30. 5.22

第69回 H30. 7. 9

第70回 H30. 8.27

第71回 H30. 9.25

第72回 H30.10.29

内

容

及び

はなしま」（千葉市花見川区花島町）
講

師

参加者

「『人口知能（ＡＩ）』と『介護ロボット』のお話し」
介護環境研究所代表ＣＥＯ

医学博士

47名

金沢善智

「介護保険制度と社会福祉協議会の役割」
千葉市社会福祉協議会

会長

47名

土屋稔

「誰もが気軽にお出かけ“ちばのまち”」
千葉市都市局都市総務課

施設調整担当課長

25名

飯島成行

「『かかりつけ医』と『主治医』」
千葉大学医学部附属病院地域連携部部長

特任准教授

竹内公一

「いつまでもおいしく自分の口から食べるために～口腔ケアの進め～」
東京歯科大学教授

歯学博士

石田瞭

「がんの治る日は近い？」
平山病院副院長

がんサポートコミュニティー理事長

渥美隆之

61名

43名

40名

【地域介護懇話会】
開催場所：障害福祉サービス事業所桜が丘晴山苑（千葉市若葉区加曽利町）
回 数

開催日

第15回 H30. 5.19

第16回 H30.11.14

内

容

及び

「『終活のお話し』１．終活のポイント
１級葬祭ディレクター

講

師

２．エンディングノートの活用」

神田智

「精神障害のある方と共に地域で暮らすために知ってほしいこと」
千葉市保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課精神保健福祉班主任主事
「今後の地域医療・福祉について」

第17回 H31. 1.19

社会福祉法人・医療法人社団晴山会

理事長

平山登志夫

「私たちが考える地域共生社会とは」
千葉市若葉区保健福祉センター

所長兼高齢障害支援課長

富田薫

鈴木将文

