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令和元年度 事業実施報告書 

           

社会福祉法人 向陽会 

 

ここ数年かけて行ってきた新人事考課制度の構築につきましては、職場で優秀な職員の業務

品質を基準にしてその達成度を評価する「仕事力評価」と、期待する人材・人物像を示して目

標として評価する「人間力評価」の評価項目の作成を終え、３月には運用開始に当たっての説

明会を全職員対象に行いました。 

近日中に仕事力業務標準（マニュアル）と人間力評価基準を全職員へ配布できる予定です。 

また令和元年度を移行期間として、施設単位で行っていた給与事務作業を法人本部で統括

し、事務職員の負担の軽減や異動等に伴う社会保険届け・雇用保険加入手続き等の簡略化を実

現しました。令和２年度からがその本運用となります。 

平成 31年 4月にひまわり病院が竣工し、同拠点のやまびこ医療福祉センターのサテライト

として生活介護事業、児童発達支援事業、放課後等デイサービスを開始し、新たにひまわり病

院は脳卒中後遺症または脳性麻痺等の筋緊張の強い方を対象とした手術、障害児者歯科、ペイ

ンクリニックを従来の診療に加えて開始いたしました。 

またひまわり病院においては人員配置の見直しや施設整備を行い、７月から障害児者や難病

を対象とした障害者病棟へ施設基準を見直し、社会福祉における障害者全般に幅広くサービス

を提供できるようになりました。 

今後も障害者福祉のニーズに積極的な対応をとる姿勢を継続し、流動的な制度や社会情勢の

変化に対応すべく常に現状把握を行い、向陽会全体のサービスの品質向上に努めて参りたいと

考えております。 

新型コロナウィルスも以前より若干緩和されてきた感はありますが、保護者、地域並びに関

係各位の皆様におかれましては、今後も当面の間は当法人ご利用の際にはマスク着用・手指消

毒等の感染対策にご協力ください。 

各関係者の皆様におかれましてはご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

主な活動内容 

◎人事 

    ・新卒者 

      各大学、短大、専門学校への募集活動 

    ・中途採用者 

ハローワーク、県社会福祉協議会、看護協会、医師共同組合への求人広告に 

よる募集活動や、県社会福祉協議会主催「就職ガイダンス」、企業説明会を活用

した募集活動、研修会参加 

応募人数 41名  採用試験実施回数 23回 
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採用状況  やまびこ 看護師:8名、理学療法士:1名、作業療法士:3名、言語聴覚

士:2名、介護福祉士:2名、保育士:1名、心理士:2名、生

活支援員:3名、事務員:1名、環境整備員:2名、医療事務

員:1名 

みなよし 生活支援員:3名 

たらちね 児童指導員:1名、心理士:2名、保育士:1名 

ひまわり 理学療法士:1名、看護師:4名、薬剤師:1名、介護員:1名 

     医療事務員:1名、心理士:1名 

・新規採用職員の研修会 

開催日 平成31年4月1日 

参加者 51名 

 

◎行事・福利厚生 

・令和2年1月6日仕事始めの式 

・中高年齢健康診断 238名 

・職員旅行 413名 

やまびこ 300名 たらちね 26名 みなよし 37名 ひまわり 50名 

・花山荘利用状況 

職員 22回(105名)、施設または部署の行事で3回 

・第16回向陽会ふれあい祭りの実施 

令和元年10月26日：地域の住民、ボランティア、保護者及び家族、職員と家

族、施設利用者等約350名が参加 

    ・皆与志地区との地域交流事業（花山荘、白金酒造（姶良市脇元）） 

       第1回目：令和元年5月28日 第2回目：令和元年5月30日 

 

◎表彰・受賞制度 

(1)法人表彰(仕事始めの席上)   令和2年1月6日 

勤続30年表彰 

やまびこ医療福祉センター 3名 

勤続20年表彰 

やまびこ医療福祉センター 3名 

ひまわり病院       2名 

 

(2)鹿児島市社会福祉功労者表彰 令和元年 10月 23日 

   やまびこ医療福祉センター 4名 
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(3)鹿児島県社会福祉協議会会長表彰 令和元年 10月 26日 

   やまびこ医療福祉センター 3名 

   たらちね学園 1名 

 

(4)日本重症心身障害福祉協会表彰 令和元年 5月 30日 

   やまびこ医療福祉センター 7名 

 

(5)鹿児島市医師会長表彰（看護業務功労） 

   やまびこ医療福祉センター １名 

 

◎法人の許認可関係 

・令和元年6月27日 

資産総額変更  10,225,916,124円 

 

◎苦情解決第三者委員会開催 

    第１回 令和元年5月27日 

        参加者 苦情解決第三者委員        3名 

            各施設からの責任者及び担当者等  13名 

 

◎監事監査実施状況 

・令和元年5月27日 

平成30年度法人本部会計並びに施設会計及び利用者・職員の処遇等 

 

◎理事会・評議員会の報告 

第１回理事会         令和元年6月4日 

   ・監督官庁による指導監査報告 （みなよし療護園） 

   ・平成 30年度やまびこ医療福祉センター予備費流用報告に関する件 

・平成 30年度たらちね学園予備費流用報告に関する件 

・平成 30年度ひまわり病院予備費流用報告に関する件  

・平成 30年度やまびこ医療福祉センター基本財産増額について報告 

・平成 30年度理事長専決に伴う契約及び固定資産物品処分について報告 

         （本部・やまびこ・みなよし・たらちね・ひまわり） 

・平成 30年度社会福祉法人向陽会事業報告及び決算（総括）並びに本部会計収支決算案

承認の件 

・平成 30年度やまびこ医療福祉センター事業報告及び収支決算案の承認の件 

   ・平成 30年度みなよし療護園事業報告及び収支決算案承認の件 
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   ・平成 30年度たらちね学園事業報告及び収支決算案承認の件 

   ・平成 30年度ひまわり病院事業報告及び収支決算案承認の件 

   ・監事監査報告 

   ・平成 31年度ひまわり病院予備費流用の報告 

   ・平成 31年度やまびこ医療福祉センター基本財産減少に関する件 

   ・各種規程改正の件 

（１）経理規程の一部改正 

（２）給与規程の一部改正 

（３）賞罰委員会規程（新規） 

（４）就業規則の一部改正 

   ・定款変更の一部改正について 

   ・会計監査人の選任について 

・任期満了に伴う理事及び監事の選任について 

   ・定時評議員会の議案について 

 

第２回理事会         令和元年6月25日 

・代表理事の選任について 

 

第３回理事会         令和元年10月7日 

  ・令和元年度たらちね学園予備費流用報告  

・令和元年度やまびこ医療福祉センター第一次収支補正予算（案）承認の件   

・令和元年度みなよし療護園第一次収支補正予算書（案）承認の件 

・令和元年度本部会計第一次収支補正予算書（案）承認の件 

・令和元年度ひまわり病院第一次収支補正予算（案）承認の件   

・各種規程改正の件 

（１） 就業規則の一部改正 

（２） 短時間勤務職員就業規則の一部改正 

（３） 障害福祉サービス（短期入所事業）運営規程に関する件（やまびこ） 

   ・令和元年度会計監査報告 

 

第４回理事会         令和元年12月17日 

    ・監督官庁による指導監査報告（鹿児島市保健所立入り検査含む） 

（１） やまびこ 

（２） たらちね 

（３） ひまわり 

・建物火災保険の契約について報告 
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・令和元年度本部会計予備費流用報告  

・令和元年度みなよし療護園予備費流用報告 

・令和元年度たらちね学園予備費流用報告 

・令和元年度ひまわり病院予備費流用の報告 

・令和元年度やまびこ医療福祉センター予備費流用の報告 

・令和元年度ひまわり病院第二次収支補正予算（案）承認の件 

 

第５回理事会         令和2年2月21日 

   ・やまびこ医療福祉センター監督官庁による指導監査報告 

・令和元年度みなよし療護園予備費流用の報告 

・令和元年度ひまわり病院予備費流用の報告 

   ・令和元年度ひまわり病院第三次収支補正予算（案）の承認の件 

   ・各種規程改正の承認に関する件 

(1)  就業規則の一部改正 

(2)  給与規程の一部改正 

(3)  短時間勤務職員就業規則の一部改正 

(4)  短時間勤務職員給与規程の新設 

(5)  有期雇用就業規則の新設 

(6)  旅費規程の一部改正 

(7)  やまびこ医療福祉センター障害福祉サービス事業運営規程に関する件 

① 障害児入所施設やまびこ医療福祉センター（障害児入所施設事業） 

② 療養介護事業所やまびこ医療福祉センター（療養介護事業） 

③ 短期入所事業 やまびこ医療福祉センター（短期入所事業） 

④ デイサポート通所やまびこ（生活介護事業） 

⑤ デイサポートるーちす（生活介護事業） 

⑥ 発達サポート児童デイやまびこ（児童発達支援事業・放課後等デイサ

ービス事業） 

⑦ 発達サポートるっか（児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業） 

⑧ 相談支援ステーションやまびこ（特定相談支援事業・障害児相談支援

事業） 

(8) ひまわり病院規程に関する件 

① 医療安全管理規程 

② 院内感染対策委員会運営規程 

③ 衛生管理規程 

④ 栄養管理委員会規程 

⑤ 褥瘡対策委員会運営規程 
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⑥ 防火・防災管理規程 

⑦ 医療ガス安全管理委員会規程 

・調整池ヒューム管補修工事に伴う設備工事指名業者の選定に関する件 

   ・新評議員候補者の推薦について 

 

第６回理事会         令和2年3月13日 

   ・流末排水路補修工事に伴う設備工事指名業者の入札結果報告 

・やまびこ医療福祉センター監督官庁による指導監査報告 

   ・令和元年度本部会計予備費流用報告に関する件 

・令和元年度やまびこ医療福祉センター予備費流用報告に関する件  

   ・令和元年度やまびこ医療福祉センター第二次補正予算書案に関する件 

   ・令和元年度みなよし療護園第二次収支補正予算案の承認に関する件 

   ・令和元年度たらちね学園第一次収支補正予算案の承認に関する件 

   ・令和元年度本部会計第二次収支補正予算案の承認に関する件 

   ・令和 2年度法人事業計画及び本部会計の収支予算案の承認に関する件 

   ・令和 2年度やまびこ医療福祉センター事業計画及び収支予算案の承認に関する件 

   ・令和 2年度みなよし療護園事業計画及び収支予算案の承認に関する件 

   ・令和 2年度たらちね学園事業計画及び収支予算案の承認に関する件 

   ・令和 2年度ひまわり病院事業計画及び収支予算案の承認に関する件  

・ 施設長人事に関する件 

 

第１回評議員会        令和元年6月25日 

   ・平成 30年度やまびこ医療福祉センター基本財産増額について報告 

・平成 30年度社会福祉法人向陽会事業報告及び決算（総括）並びに本部会計収支決算案

承認の件 

   ・平成 30年度やまびこ医療福祉センター事業報告及び収支決算案承認の件 

   ・平成 30年度みなよし療護園事業報告及び収支決算案承認の件 

   ・平成 30年度たらちね学園事業報告及び収支決算案承認の件 

   ・平成 30年度ひまわり病院事業報告及び収支決算案承認の件 

   ・監事監査報告 

   ・平成 30年度やまびこ医療福祉センター基本財産減少に関する件 

   ・定款変更の一部改正について 

・任期満了に伴う理事及び監事の選任について 
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◎電力利用の分析及び省エネの対策 

 

◎事務業務のＩＴ化推進 

①購入ソフト 

  導入支援 

     看護部勤務表作成ソフト 

Windows10（Windows7からの移行作業も含む） 

導入後支援 

給与ソフト、会計ソフト、各種電子申請、障がい者総合支援システム、ＰＡＣＫ

Ｓ、オーダリングシステム、給与及び会計ソフトの補完システムの作成及び保守 

 

②開発ソフト 

新規開発 

医療機器管理ソフト（点検管理システム）、リハビリテーション管理（訓練外来時間

割表自動作成ツール）、みなよしリハビリテーション管理（総合実施計画書作成ツー

ル）、入所者管理（利用者統計ツール）、医師支援ソフト（特別児童扶養手当認定診

断書作成ツール）、人事考課システム（開発中） 

稼働後支援 

その他既存ソフト等において、使用部署の要望や法改正等の様式変更を伴う大規模

または小規模なシステム変更 

 

③その他 

パソコンの状態管理（PC起動時のチェックプログラム開発含む）、ウィルスチェック

の強化、各種文書作成支援、パソコンおよび周辺機器機種選定支援、パソコンの棚卸

管理、新規購入機器の設定処理、Windowsのセキュリティ情報及び更新情報の収集と

対策（不具合があった更新プログラムの除去も含む)）、ホームページ更新など 


