平成２９年度社会福祉法人南会津会本部事業等実施状況
自：平成２９年４月 １ 日
至：平成３０年３月３１日
１．社会福祉法人南会津会理事会の開催
第１回理事会
◆開催期日 平成２９年６月１日（木）
◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
◆出 席 者 理事６名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 なし
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
議案第１号 平成28年度社会福祉法人南会津会本部事業報告及び決算について
議案第２号 平成28年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業報告及び決算について
議案第３号 平成28年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業報告及び決算について
議案第４号 平成28年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業報告及び決算について
議案第５号 平成28年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第６号 平成28年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業報告及び決算について
議案第７号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型事業報告及び決算について
議案第８号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型事業報告及び決算について
議案第９号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業報告及び決算について
議案第10号 平成28年度南会津町田島在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第11号 平成28年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業報告及び決算について
議案第12号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業報告及び決算について
議案第13号 平成28年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第14号 平成28年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業報告及び決算について
議案第15号 平成28年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業報告及び決算について
議案第16号 平成28年度只見町高齢者生活福祉センター事業報告及び決算について
議案第17号 平成28年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業報告及び決算について
議案第18号 平成28年度只見町在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第19号 平成28年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕事業報告及び決算について
議案第20号 平成28年度南会津町舘岩在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第21号 物品購入契約の締結について（特別養護老人ホーム田島ホーム・機械浴槽等）
議案第22号 物品購入契約の締結について（特別養護老人ホーム田島ホーム・温冷配膳車等）
議案第23号 社会福祉法人南会津会次期理事候補者の選任について
議案第24号 社会福祉法人南会津会次期監事候補者の選任について
議案第25号 社会福祉法人南会津会定時評議員会の招集について
報告第１号 理事長及び常務理事の職務執行状況について
報告第２号 利益相反取引について
報告第３号 社会福祉充実残額の算定結果について
第２回理事会
◆開催期日 平成２９年６月２９日（木）
◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
◆出 席 者 理事６名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 なし
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
議案第26号 専決処分について
専決第１号 社会福祉法人南会津会給与規程の一部改正についての施行期日を定める細則の制定について
議案第27号 社会福祉法人南会津会理事長の選定について
議案第28号 社会福祉法人南会津会常務理事の選定について
報告第４号 平成２８年度社会福祉法人現況報告書の提出について
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第３回理事会
◆開催期日 平成２９年８月２８日（月）
◆開催場所 南会津町永田「特別養護老人ホーム田島ホーム会議室」
◆出 席 者 理事６名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 なし
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
報告第５号 理事長及び常務理事の職務執行状況（第２回）について
報告第６号 特養併設ショートステイの長期への転換について（下郷町及び南会津町への依頼事項）
報告第７号 平成３０年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者試験について
報告第８号 法人ホームページの公開について
議案第29号 欠番
議案第30号 社会福祉法人南会津会苦情解決第三者委員の選任について
議案第31号 特別養護老人ホーム田島ホーム移行時特別積立金の使用について
（暖房設備改修・屋根葺き替え工事）
議案第32号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算（第１号）について
議案第33号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算（第１号）について
議案第34号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算（第１号）について
議案第35号 平成２９年度社会福祉法人南会津会第１回臨時評議員会の招集について
【追加議案】
報告第８号 入所者と介護員のトラブル事案について
第４回理事会
◆開催期日 平成２９年９月２８日（木）
◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
◆出 席 者 理事６名、監事２名、その他６名
◆欠 席 者 なし
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
議案第36号
専決処分について
専決第２号 社会福祉法人南会津会就業規則の一部改正について
議案第37号 社会福祉法人南会津会育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
議案第38号 工事請負契約の締結について（特別養護老人ホーム田島ホーム「空調・給湯設備修繕工事」）
議案第39号 工事請負契約の締結について（特別養護老人ホーム南郷ホーム「ナースコール設備改修工事」)
第５回理事会（決議の省略）
◆理事会の決議があったとみなされた日 平成２９年１２月７日（木）
◆決議事項
議案第40号 社会福祉法人南会津会第２回臨時評議員会の招集について
評議員会の目的である事項（議題）及び議案
議案第28号 社会福祉法人南会津会定款の変更について
議案第29号 平成29年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第1号)
議案第30号 平成29年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第1号)
議案第31号 平成29年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第1号)
議案第32号 平成29年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)
議案第33号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第2号)
議案第34号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型会計補正予算(第1号)
議案第35号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型会計補正予算(第1号)
議案第36号 平成29年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)
議案第37号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第2号)
議案第38号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第1号)
議案第39号 平成29年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第1号)
議案第40号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第2号)
議案第41号 平成29年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第1号)
議案第42号 平成29年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第1号)
議案第43号 平成29年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第1号)
議案第44号 平成29年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)
報告第11号 入所者等の概況について
報告第12号 平成30年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者内定について
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第６回理事会
◆開催期日 平成２９年１２月２２日（金）
◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
◆出 席 者 理事６名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 なし
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
報告第10号 理事長及び常務理事の職務執行状況（第３回）について
報告第11号 平成30年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者内定について
報告第12号 社会福祉法人南会津会理事会の決議の省略について
議案第41号
専決処分について
専決第３号 就業規則の一部改正について
専決第４号 文書取扱規程の一部改正について
議案第42号 社会福祉法人南会津会定款の変更について
議案第43号 社会福祉法人南会津会指定訪問リハビリテーション事業所及び指定介護予防訪問リハビリテー
ション事業所運営規程の制定について
議案第44号 平成29年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第45号 平成29年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第46号 平成29年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第1号)について
議案第47号 平成29年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第48号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第49号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型会計補正予算(第1号)について
議案第50号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型会計補正予算(第1号)について
議案第51号 平成29年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第52号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第53号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第1号)について
議案第54号 平成29年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第55号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第2号)について
議案第56号 平成29年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第1号)について
議案第57号 平成29年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第1号)について
議案第58号 平成29年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第1号)について
議案第59号 平成29年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
第７回理事会（決議の省略）
◆理事会の決議があったとみなされた日 平成３０年３月１５日（木）
◆決議事項
議案第60号 社会福祉法人南会津会第３回臨時評議員会の招集について
評議員会の目的である事項（議題）及び議案
議案第45号 平成29年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第2号)
議案第46号 平成29年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第2号)
議案第47号 平成29年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第2号)
議案第48号 平成29年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)
議案第49号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第3号)
議案第50号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型会計補正予算(第2号)
議案第51号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型会計補正予算(第2号)
議案第52号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第1号)
議案第53号 平成29年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)
議案第54号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第3号)
議案第55号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第2号)
議案第56号 平成29年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)
議案第57号 平成29年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第2号)
議案第58号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第3号)
議案第59号 平成29年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第2号)
議案第60号 平成29年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第2号)
議案第61号 平成29年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)
議案第62号 平成29年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第2号)
議案第63号 平成29年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)
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議案第64号 平成30年度社会福祉法人南会津会本部事業計画及び予算
議案第65号 平成30年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業計画及び予算
議案第66号 平成30年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業計画及び予算
議案第67号 平成30年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業計画及び予算
議案第68号 平成30年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業計画及び予算
議案第69号 平成30年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業計画及び予算
議案第70号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型事業計画及び予算
議案第71号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型事業計画及び予算
議案第72号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業計画及び予算
議案第73号 平成30年度南会津町田島在宅介護支援センター事業計画及び予算
議案第74号 平成30年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業計画及び予算
議案第75号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業計画及び予算
議案第76号 平成30年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業計画及び予算
議案第77号 平成30年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業計画及び予算
議案第78号 平成30年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業計画及び予算
議案第79号 平成30年度只見町高齢者生活福祉センター事業計画及び予算
議案第80号 平成30年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業計画及び予算
議案第81号 平成30年度只見町在宅介護支援センター事業計画及び予算
議案第82号 平成30年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕事業計画及び予算
議案第83号 平成30年度南会津町舘岩在宅介護支援センター事業計画及び予算
報告第13号 入所者等の概況について
報告第14号 平成30年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者内定（後期）について
第８回理事会
◆開催期日 平成３０年３月２７日（火）
◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
◆出 席 者 理事６名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 なし
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
報告第13号 理事長及び常務理事の職務執行状況（第４回）について
報告第14号 平成30年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者内定（後期）について
報告第15号 社会福祉法人南会津会理事会の決議の省略について
(第7回理事会)議案第60号 社会福祉法人南会津会第３回臨時評議員会の招集について
議案第61号 社会福祉法人南会津会旅費規程の一部改正について
議案第62号 社会福祉法人南会津会給与規程の一部改正について
議案第63号 社会福祉法人南会津会再雇用嘱託職員の任用等に関する規程の一部改正について
議案第64号 社会福祉法人南会津会就業規則の一部改正について
議案第65号 社会福祉法人南会津会指定通所介護事業所運営規程の一部改正について
議案第66号 社会福祉法人南会津会指定認知症対応型通所介護事業所運営規程の一部改正について
議案第67号 社会福祉法人南会津会指定介護予防認知症対応型通所介護事業所運営規程の一部改正について
議案第68号 社会福祉法人南会津会指定介護予防・日常生活支援総合事業における第１号通所事業所運営規
程の一部改正について
議案第69号 社会福祉法人南会津会指定通所リハビリテーション事業所運営規程の一部改正について
議案第70号 社会福祉法人南会津会指定介護予防通所リハビリテーション事業所運営規程の一部改正につい
て
議案第71号 社会福祉法人南会津会指定介護老人福祉施設運営規程等の一部改正について
議案第72号 社会福祉法人南会津会指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について
議案第73号 社会福祉法人南会津会指定介護予防通所介護事業所運営規程の廃止について
議案第74号 社会福祉法人南会津会経理規程の一部改正について
議案第75号 社会福祉法人南会津会指定訪問リハビリテーション事業所及び指定介護予防訪問リハビリテー
ション事業所運営規程の一部改正について
議案第76号 利益相反取引の承認について
議案第77号 診療業務委託契約について
議案第78号 特別養護老人ホーム下郷ホーム給食業務委託契約の更新について
議案第79号 特別養護老人ホーム伊南ホーム等給食業務委託契約の更新について
議案第80号 特別養護老人ホーム田島ホーム等給食業務委託契約の一部変更について
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議案第81号 特別養護老人ホーム南郷ホーム等給食業務委託契約の更新について
議案第82号 特別養護老人ホーム只見ホーム等給食業務委託契約の更新について
議案第83号 特別養護老人ホームあさくさホーム給食業務委託契約の更新について
議案第84号 只見町介護老人保健施設こぶし苑等給食業務委託契約の更新について
議案第85号 平成29年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第86号 平成29年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第87号 平成29年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第2号)について
議案第88号 平成29年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第89号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第3号)について
議案第90号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型会計補正予算(第2号)について
議案第91号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型会計補正予算(第2号)について
議案第92号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第1号)について
議案第93号 平成29年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第94号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第3号)について
議案第95号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第2号)について
議案第96号 平成29年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第97号 平成29年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第98号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第3号)について
議案第99号 平成29年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第2号)について
議案第100号 平成29年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第2号)について
議案第101号 平成29年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第102号 平成29年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第2号)について
議案第103号 平成29年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第104号 平成30年度社会福祉法人南会津会本部事業計画及び予算について
議案第105号 平成30年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業計画及び予算について
議案第106号 平成30年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業計画及び予算について
議案第107号 平成30年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業計画及び予算について
議案第108号 平成30年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第109号 平成30年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業計画及び予算について
議案第110号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型事業計画及び予算について
議案第111号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型事業計画及び予算について
議案第112号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業計画及び予算について
議案第113号 平成30年度南会津町田島在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第114号 平成30年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業計画及び予算について
議案第115号 平成30年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業計画及び予算について
議案第116号 平成30年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第117号 平成30年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業計画及び予算について
議案第118号 平成30年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業計画及び予算について
議案第119号 平成30年度只見町高齢者生活福祉センター事業計画及び予算について
議案第120号 平成30年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業計画及び予算について
議案第121号 平成30年度只見町在宅介護支援センター事業計画及び予算について
議案第122号 平成30年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕事業計画及び予算について
議案第123号 平成30年度南会津町舘岩在宅介護支援センター事業計画及び予算について
協議事項
パソコンシステム更新に係る事前承認について
【追加議案】
議案第124号 社会福祉法人南会津会施設長等の任免について
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２．社会福祉法人南会津会評議員会の開催
定時評議員会
◆開催期日 平成２９年６月２９日（木）
◆開催場所 南会津町田島「南会津地方広域行政センター会議室」
◆出 席 者 評議員７名、理事６名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 なし
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
議案第１号 平成28年度社会福祉法人南会津会本部事業報告及び決算について
議案第２号 平成28年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業報告及び決算について
議案第３号 平成28年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業報告及び決算について
議案第４号 平成28年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業報告及び決算について
議案第５号 平成28年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第６号 平成28年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業報告及び決算について
議案第７号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型事業報告及び決算について
議案第８号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型事業報告及び決算について
議案第９号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業報告及び決算について
議案第10号 平成28年度南会津町田島在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第11号 平成28年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業報告及び決算について
議案第12号 平成28年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業報告及び決算について
議案第13号 平成28年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第14号 平成28年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業報告及び決算について
議案第15号 平成28年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業報告及び決算について
議案第16号 平成28年度只見町高齢者生活福祉センター事業報告及び決算について
議案第17号 平成28年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業報告及び決算について
議案第18号 平成28年度只見町在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第19号 平成28年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕事業報告及び決算について
議案第20号 平成28年度南会津町舘岩在宅介護支援センター事業報告及び決算について
議案第21号 社会福祉法人南会津会役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程について
議案第22号 社会福祉法人南会津会役員(理事及び監事)の報酬等の額について
議案第23号 社会福祉法人南会津会理事の選任について
議案第24号 社会福祉法人南会津会監事の選任について
報告第１号 平成２９年度社会福祉法人南会津会各施設事業計画及び予算について
報告第２号 社会福祉充実残額の算定結果について
報告第３号 特別養護老人ホームあさくさホーム介護給付費過誤納返還について
報告第４号 平成２９年度社会福祉法人南会津会職員の定数及び現員数について
報告第５号 特定給与改善手当の支給開始について
報告第６号 入所者等の概況について
第１回臨時評議員会
◆開催期日 平成２９年９月５日（火）
◆開催場所 南会津町永田「特別養護老人ホーム田島ホーム会議室」
◆出 席 者 評議員７名、理事２名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 理事４名
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
報告第７号 入所者等の概況について
報告第８号 平成３０年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者試験について
報告第９号 法人ホームページの公開について
報告第10号 社会福祉法人南会津会苦情解決第三者委員の選任について
議案第25号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算（第１号）について
議案第26号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算（第１号）について
議案第27号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算（第１号）について
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第２回臨時評議員会
◆開催期日 平成２９年１２月２２日（金）
◆開催場所 南会津町永田「特別養護老人ホーム田島ホーム会議室」
◆出 席 者 評議員６名、理事２名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 評議員１名、理事４名
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
報告第11号 入所者等の概況について
報告第12号 平成30年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者内定について
議案第28号 社会福祉法人南会津会定款の変更について
議案第29号 平成29年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第30号 平成29年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第31号 平成29年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第1号)について
議案第32号 平成29年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第33号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第34号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型会計補正予算(第1号)について
議案第35号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型会計補正予算(第1号)について
議案第36号 平成29年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第37号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第38号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第1号)について
議案第39号 平成29年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第1号)について
議案第40号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第2号)について
議案第41号 平成29年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第1号)について
議案第42号 平成29年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第1号)について
議案第43号 平成29年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第1号)について
議案第44号 平成29年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
第３回臨時評議員会
◆開催期日 平成３０年３月２７日（火）
◆開催場所 南会津町永田「特別養護老人ホーム田島ホーム会議室」
◆出 席 者 評議員６名、理事２名、監事２名、その他９名
◆欠 席 者 評議員１名、理事４名
◆議
案 全議案について原案のとおり承認
報告第13号 入所者等の概況について
報告第14号 平成30年度社会福祉法人南会津会職員採用候補者内定（後期）について
議案第45号 平成29年度特別養護老人ホーム下郷ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第46号 平成29年度特別養護老人ホーム伊南ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第47号 平成29年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘会計補正予算(第2号)について
議案第48号 平成29年度南会津町伊南在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第49号 平成29年度特別養護老人ホーム田島ホーム会計補正予算(第3号)について
議案第50号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型会計補正予算(第2号)について
議案第51号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型会計補正予算(第2号)について
議案第52号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンター七峰会計補正予算(第1号)について
議案第53号 平成29年度南会津町田島在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第54号 平成29年度特別養護老人ホーム南郷ホーム会計補正予算(第3号)について
議案第55号 平成29年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘会計補正予算(第2号)について
議案第56号 平成29年度南会津町南郷在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第57号 平成29年度特別養護老人ホーム只見ホーム会計補正予算(第2号)について
議案第58号 平成29年度特別養護老人ホームあさくさホーム会計補正予算(第3号)について
議案第59号 平成29年度只見町高齢者生活福祉センター会計補正予算(第2号)について
議案第60号 平成29年度只見町介護老人保健施設こぶし苑会計補正予算(第2号)について
議案第61号 平成29年度只見町在宅介護支援センター会計補正予算(第1号)について
議案第62号 平成29年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕会計補正予算(第2号)について
議案第63号 平成29年度南会津町舘岩在宅介護支援センター会計補正予算(第2号)について
議案第64号 平成30年度社会福祉法人南会津会本部事業計画及び予算について
議案第65号 平成30年度特別養護老人ホーム下郷ホーム事業計画及び予算について
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議案第66号
議案第67号
議案第68号
議案第69号
議案第70号
議案第71号
議案第72号
議案第73号
議案第74号
議案第75号
議案第76号
議案第77号
議案第78号
議案第79号
議案第80号
議案第81号
議案第82号
議案第83号

平成30年度特別養護老人ホーム伊南ホーム事業計画及び予算について
平成30年度南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘事業計画及び予算について
平成30年度南会津町伊南在宅介護支援センター事業計画及び予算について
平成30年度特別養護老人ホーム田島ホーム事業計画及び予算について
平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｂ型事業計画及び予算について
平成30年度南会津町老人デイサービスセンター愛宕Ｅ型事業計画及び予算について
平成30年度南会津町老人デイサービスセンター七峰事業計画及び予算について
平成30年度南会津町田島在宅介護支援センター事業計画及び予算について
平成30年度特別養護老人ホーム南郷ホーム事業計画及び予算について
平成30年度南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘事業計画及び予算について
平成30年度南会津町南郷在宅介護支援センター事業計画及び予算について
平成30年度特別養護老人ホーム只見ホーム事業計画及び予算について
平成30年度特別養護老人ホームあさくさホーム事業計画及び予算について
平成30年度只見町高齢者生活福祉センター事業計画及び予算について
平成30年度只見町介護老人保健施設こぶし苑事業計画及び予算について
平成30年度只見町在宅介護支援センター事業計画及び予算について
平成30年度南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕事業計画及び予算について
平成30年度南会津町舘岩在宅介護支援センター事業計画及び予算について

３．社会福祉法人南会津会施設長会議及び事務局会議等の開催
年月日
内
容
事務担当者会議
平成29年4月17日 ※平成２８年度決算について協議、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
施設長会議
平成29年4月24日 ※職員採用計画について、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
施設長会議
平成29年5月29日 ※平成２８年度決算について、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
施設長会議
平成29年6月19日 ※平成３０年度職員採用計画について、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
事務担当者会議
※ホームページシステム操作について
平成29年6月21日
※介護支援システム更新について協議、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
職員研修会担当施設長・事務会議
平成29年9月1日
※平成２９年度法人職員研修会について、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
事務局会議
※理事会提出案件について協議
平成29年9月25日
※職員の就労環境調査結果について、高齢者虐待通報義務について協議

場所：南会津町永田「田島ホーム」
苦情解決第三者委員会
平成29年10月6日 ※委員長の互選、苦情等内容及び処理状況、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
事務局会議
平成29年12月4日 ※理事会・評議員会提出案件について協議
場所：南会津町永田「田島ホーム」
事務担当者会議
平成29年12月15日 ※パソコンシステム更新について協議
場所：南会津町永田「田島ホーム」
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参加者等
常務理事
本部事務員
各施設事務担当者
常務理事
各施設長
本部事務員
常務理事
各施設長
本部事務員
常務理事
各施設長
本部事務員
常務理事
本部事務員
各施設事務担当者
常務理事
各施設長、事務担当者
本部事務員
常務理事
各施設長
本部事務員
各施設事務担当者
各苦情解決第三者委員
常務理事、各施設長
本部事務員
常務理事、各施設長
本部事務員
各施設事務担当者
常務理事
本部事務員
各施設事務担当者

事務局会議
※介護支援専門員業務について、看護員の配置について協議
場所：南会津町永田「田島ホーム」
事務局会議
平成30年3月5日
※理事会・評議員会提出案件について協議
場所：南会津町永田「田島ホーム」
施設長会議
平成30年3月20日 ※理事会・評議員会提出議案について
場所：南会津町永田「田島ホーム」

平成29年12月18日

４．社会福祉法人南会津会サービス部会の開催
年月日
内
容
介護サービス部会
平成29年5月10日 ※平成２９年度交換研修会について協議、その他
場所：南会津町片貝「南郷ホーム」
看護サービス部会
平成29年5月16日 ※感染症対策について、看護業務について協議、その他
場所：只見町「あさくさホーム」
給食サービス部会
※利用者に喜ばれるメニューについて協議
平成29年5月23日
※とろみの付け方について、行事食について協議、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
デイサービス部会
※利用者状況の報告
平成29年5月24日
※利用者確保に向けての取り組みについて協議、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
相談サービス部会
平成29年6月30日 ※入所待機者の状況について、情報交換、その他
場所：只見町「あさくさホーム」
看護サービス部会
平成29年8月22日 ※感染症対策について、看護業務について協議、その他
場所：南会津町古町「伊南ホーム」
介護サービス部会
平成29年8月31日 ※交換研修会の反省、情報交換、その他
場所：只見町「こぶし苑」
デイサービス部会
平成29年9月22日 ※運営推進会議の内容について協議、実地指導内容報告、その他
場所：南会津町古町「伊南在介」
在宅介護支援センター部会
平成29年10月12日 ※実地指導の内容報告、個人ケースファイルについて協議、その他
場所：南会津町古町「伊南在介」
給食サービス部会
※各施設給食紹介、保健所巡回指導内容・県監査内容報告
平成29年11月2日
※「認知症の食環境と栄養」勉強会、情報交換
場所：南会津町永田「田島ホーム」
看護サービス部会
平成29年11月14日 ※感染症対策について、看護業務について協議、県監査内容報告
場所：只見町「こぶし苑」
相談サービス部会
平成29年11月28日 ※入所待機者の状況について、情報交換、その他
場所：下郷町「下郷ホーム」
介護サービス部会
平成29年11月29日 ※交換研修会の反省、県監査内容報告、情報交換、その他
場所：只見町「只見ホーム」
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常務理事
各施設長、本部事務員
各施設事務担当者
常務理事、各施設長
本部事務員
各施設事務担当者
常務理事
各施設長
本部事務員

参加者等
各施設介護員

各施設看護員

各施設栄養士

各施設相談員

各施設相談員

各施設看護員

各施設介護員

各施設相談員

各施設福祉援助員

各施設栄養士

各施設看護員

各施設相談員

各施設介護員

平成29年11月29日

平成30年2月14日

平成30年3月12日

平成30年3月15日

平成30年3月20日

５．各種研修会等
年月日
平成29年4月3日

平成29年4月4日

平成29年4月4日

平成29年6月8日

平成29年6月22日

平成29年6月27日
平成29年6月28日
平成29年7月3日
平成29年7月4日

平成29年7月7日

平成29年7月11日

平成29年7月31日

デイサービス部会
※実地指導内容報告、運営推進会議内容報告
※利用者へのアンケート内容について協議、その他
場所：只見町「あさひヶ丘」
デイサービス部会
※アンケート結果について報告、運営推進会議について、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
給食サービス部会
※今年度の反省、来年度の予定、情報交換
場所：南会津町永田「田島ホーム」
介護サービス部会
※交換研修会の反省、情報交換、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」
看護サービス部会
※感染症対策について、看護業務について協議、その他
場所：南会津町永田「田島ホーム」

各施設相談員

内
容
平成２９年度社会福祉法人南会津会新規採用職員研修
※新規採用職員に対し、就業規則及び給与規程等の説明会の実施
場所：南会津町永田「田島ホーム」
社会福祉法人南会津会新任施設長の施設訪問
※新任施設長の紹介
※施設見学、施設概要説明
場所：「各施設」
平成２９年度社会福祉法人南会津会新規採用職員研修
※新規採用職員に対し、南会津会が運営する各施設の見学研修の実施
場所：「各施設」
社会福祉法人等代表者会議
※平成２８年度監査結果及び平成２９年度監査方針について
※指導監査ガイドラインについて、その他
場所：郡山市「郡山市労働福祉会館」
社会福祉法人南会津会新評議員への事業等説明会

参加者等
常務理事
新規採用職員
本部事務員
常務理事
新任施設長
各施設長等
本部事務員
常務理事
新規採用職員
本部事務員
常務理事

各施設相談員

各施設栄養士

各施設介護員

各施設看護員

星評議員

※法人概要、役員・各施設人員体制、平成29年度各施設事業計画予算など 目黒評議員

場所：南会津町片貝「南郷ホーム」 常務理事、本部事務員
社会福祉法人南会津会介護員交換研修
各施設介護員
※南会津会各特養及び老健における介護員交換研修の実施
場所：各施設
社会福祉法人南会津会介護員交換研修
施設介護員
※南会津会各特養及び老健における介護員交換研修の実施
（南郷ホーム職員→こぶし苑）
第６回南会津町生活支援体制整備協議体
本部事務員
※平成２８年度の事業報告について
※ボランティアポイント制度について、その他
場所：南会津町田島「御蔵入交流館」
社会福祉法人事務長等研修
本部事務員
※地域における公益的な取り組みについて
各施設事務担当者
※社会福祉法人制度改革に係る留意事項等ついて、その他
場所：郡山市「ビッグパレットふくしま」
社会福祉法人経営者協議会総会・セミナー
常務理事
※平成２８年度事業報告・決算、公益的な取り組みモデル法人の決定
※改正社会福祉法人施行後の法人経営
場所：福島市「コラッセふくしま」
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平成29年8月1日

平成29年10月26日
平成29年10月27日

平成29年11月6日

平成29年11月24日

平成29年12月15日

平成30年2月6日

平成30年2月22日
平成30年3月8日
平成30年3月9日

平成30年3月20日

社会福祉法人評議員研修
※社会福祉法人の制度改革について
※社会福祉法人の運営及び会計事務の留意点について、その他
場所：郡山市「ビッグパレットふくしま」
社会福祉法人南会津会介護員交換研修
※南会津会各特養及び老健における介護員交換研修の実施
（南郷ホーム職員→こぶし苑）
社会福祉法人南会津会職員研修会
※自分らしさを生きる 講師：興國山徳昌寺 住職 神田良紘 氏
場所：南会津町田島「徳昌寺本堂」
社会福祉法人監事研修
※社会福祉法人制度改革に伴う監事の取り組むべき内容と監査のポイント
場所：郡山市「福島県農業総合センター」
苦情解決責任者・第三者委員研修会
※苦情制度の仕組み・第三者委員について講義、演習
場所：郡山市「ビッグパレットふくしま」
支え合いの地域づくり研修会
※講演 「認知症について」「支え合いの地域づくり」
場所：南会津町田島「御蔵入交流館」
障害者雇用納付金制度説明会
※障害者雇用納付金制度について
場所：会津若松市「ポリテクセンター会津」
社会福祉法人南会津会介護員交換研修
※南会津会各特養及び老健における介護員交換研修の実施
（伊南ホーム職員→南郷ホーム）
第８回南会津町生活支援体制整備協議体
※地域支え合いボランティアポイント事業の拡充について、その他
場所：南会津町田島「南会津町役場本庁」

６．社会福祉法人南会津会職員採用候補者試験
年月日
内
容
南会津町合同企業説明会
平成29年7月25日 ※高校生へ法人の事業内容等の説明
場所：南会津町田島「御蔵入交流館」
職員採用候補者第一次試験
平成29年9月17日 ※一般教養試験の実施 （受験者 １４名）
場所：南会津町後原「あたご館」
職員採用候補者第二次試験
平成29年10月22日 ※作文試験及び面接試験の実施 （受験者 ９名）
場所：南会津町後原「あたご館」
会津管内看護養成施設訪問
平成29年10月31日 ※会津管内看護養成施設へ法人施設ＰR

山田評議員
芳賀評議員
星評議員
目黒評議員
施設介護員

講師
常務理事、各施設長
各施設職員 計５７名参加
横山監事
佐藤監事
五十嵐委員
各施設長
本部事務員

本部事務員

施設介護員

本部事務員

参加者等
常務理事、本部事務員
高校生

常務理事
本部事務員
各受験者
常務理事ほか試験官
本部事務員
各受験者
南会津町健康福祉課長
健康増進係長
竹田看護専門学校、喜多方准看護高等専修学校、仁愛看護福祉専門学校 常務理事
職員採用候補者試験（後期）
常務理事ほか試験官
平成30年2月23日 ※面接試験の実施 （受験者 １名）
本部事務員
場所：南会津町永田「田島ホーム」 受験者

７．福島県による指導監査
年月日
内
容
介護保険法に基づく実地指導
平成29年8月23日 ※対象施設：舘岩指定居宅介護支援事業所
場所：南会津町湯ノ花「高夕」
介護保険法に基づく実地指導
平成29年8月24日 ※対象施設：只見町介護老人保健施設こぶし苑
場所：只見町「こぶし苑」
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参加者等
県担当者
南会津町担当者
施設職員
県担当者
施設職員

介護保険法に基づく実地指導
※対象施設：只見町指定居宅介護支援事業所
場所：只見町「保健福祉センター」
社会福祉施設の監査及び介護保険法に基づく実地指導
平成29年10月10日 ※対象施設：特別養護老人ホーム南郷ホーム
場所：南会津町片貝「南郷ホーム」
社会福祉施設の監査及び介護保険法に基づく実地指導
※対象施設：特別養護老人ホーム伊南ホーム
平成29年10月11日
伊南デイサービスセンター尾白荘
場所：南会津町古町「伊南ホーム」
社会福祉施設の監査及び介護保険法に基づく実地指導
※対象施設：特別養護老人ホームあさくさホーム
平成29年10月12日
平成29年8月30日

県担当者
施設職員
県担当者
横山監事、常務理事、
園長、職員、本部事務員
県担当者
佐藤監事、常務理事
園長、職員
本部事務員
県担当者
横山監事、常務理事
あさくさホーム園長、ホーム長

場所：只見町「あさくさホーム」
社会福祉施設の監査及び介護保険法に基づく実地指導
※対象施設：特別養護老人ホーム田島ホーム
平成29年10月24日
田島デイサービスセンター愛宕
場所：南会津町永田「田島ホーム」
社会福祉施設の監査及び介護保険法に基づく実地指導
※対象施設：特別養護老人ホーム下郷ホーム
平成29年10月25日

職員、本部事務員
県担当者
横山監事、常務理事
園長、職員
本部事務員
県担当者
佐藤監事、常務理事
園長、職員
場所：下郷町「下郷ホーム」 本部事務員

８．監事による監査等
平成29年5月8日

平成29年5月8日

平成２８年度決算等の監事監査
※あさくさホームの会計等監査の実施
場所：只見町「あさくさホーム」
平成２８年度決算等の監事監査
※只見ホーム、只見高齢の会計等監査の実施
場所：只見町「只見ホーム」

平成29年5月9日

平成２８年度決算等の監事監査
※こぶし苑、只見在介の会計等監査の実施

場所：只見町「こぶし苑」
平成２８年度決算等の監事監査
平成29年5月9日
※みさわ荘、南郷在介の会計等監査の実施
場所：南会津町片貝「みさわ荘」
平成２８年度決算等の監事監査
※伊南ホーム、尾白荘、伊南在介の会計等監査の実施
平成29年5月10日

平成29年5月11日

場所：南会津町古町「伊南ホーム」
平成２８年度決算等の監事監査
※下郷ホームの会計等監査の実施
場所：下郷町「下郷ホーム」

平成29年5月11日

平成29年5月12日

平成29年5月16日

平成２８年度決算等の監事監査
※七峰、田島在介の会計等監査の実施
場所：南会津町永田「田島ホーム」
平成２８年度決算等の監事監査
※田島ホーム、愛宕Ｂ型、愛宕Ｅ型会計等監査の実施
場所：南会津町永田「田島ホーム」
平成２８年度決算等の監事監査
※南郷ホームの会計等監査の実施
場所：南会津町片貝「南郷ホーム」
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横山監事、佐藤監事
常務理事
あさくさホーム園長
ホーム長等
横山監事、佐藤監事
常務理事
只見ホーム園長
事務担当者等
横山監事、佐藤監事
こぶし苑事務長
事務担当者等
横山監事、佐藤監事
みさわ荘施設長
事務担当者等
横山監事、佐藤監事
常務理事
伊南ホーム園長
事務担当者等
横山監事、佐藤監事
常務理事
下郷ホーム園長
事務担当者等
横山監事、佐藤監事
常務理事
田島ホーム園長
事務担当者等
横山監事、佐藤監事
常務理事
田島ホーム園長
事務担当者等
横山監事、佐藤監事
常務理事
南郷ホーム園長
事務担当者等

平成29年5月16日

平成29年5月17日

９．辞令交付式等
年月日
平成29年4月3日

平成29年9月28日

平成30年2月28日

平成30年3月30日

平成２８年度決算等の監事監査
※高夕、舘岩在介の会計等監査の実施

平成２８年度決算等の監事監査
※本部の会計等監査の実施

横山監事、佐藤監事
常務理事
高夕所長
場所：南会津町湯ノ花「高夕」 事務担当者等
横山監事、佐藤監事
常務理事
場所：南会津町永田「田島ホーム」 本部事務員

内
容
新任施設長及び新規採用職員等への辞令交付式
※新任施設長、新規採用職員への辞令交付

参加者等
理事長、常務理事
各施設長
新規採用職員等
場所：南会津町永田「田島ホーム」 本部事務員
退職者への辞令交付式
常務理事
※こぶし苑退職職員への辞令交付
こぶし苑事務長、退職者
場所：只見町「保健福祉センター」 施設職員、本部事務員
常務理事、あさくさホーム園長
退職者への辞令交付式
※あさくさホーム退職職員への辞令交付
ホーム長、退職者
場所：只見町「あさくさホーム」 施設職員、本部事務員
退職者への辞令交付式
理事長
※田島ホーム、南郷ホーム、伊南ホーム、、下郷ホーム 、こぶし苑
各施設長
退職職員への辞令交付
退職者
場所：南会津町永田「田島ホーム」 本部事務員

10．理事長の施設訪問及び懇談会の実施
年月日
内
容
参加者等
理事長の施設訪問及び関係職員との懇談
理事長
平成29年10月16日 ※田島ホーム、愛宕、田島在介、下郷ホーム、只見ホーム、只見高齢、常務理事、園長
あさくさホーム
施設職員、本部事務員
理事長の施設訪問及び関係職員との懇談
理事長
平成29年10月19日 ※伊南ホーム、尾白荘、伊南在介、南郷ホーム、みさわ荘、南郷在介、常務理事、園長、施設長
高夕、舘岩在介
施設職員、本部事務員
理事長の施設訪問及び関係職員との懇談
理事長
平成29年11月2日 ※こぶし苑、只見在介
常務理事、施設長
施設職員、本部事務員
理事長の施設訪問及び関係職員との懇談
理事長
平成29年11月10日 ※七峰
常務理事、園長、施設長
施設職員、本部事務員
11．その他
年月日
平成29年5月11日

平成29年5月24日

平成29年7月10日

平成29年7月10日

内
容
特別養護老人ホーム下郷ホーム車輌リース契約に係る入札執行
※車輌リース契約の指名競争入札

参加者等
横山監事、佐藤監事
常務理事
下郷ホーム園長
場所：下郷町「下郷ホーム」 事務担当者等
特別養護老人ホーム田島ホーム物品購入に係る入札執行
横山監事、佐藤監事
※機械浴槽等購入の指名競争入札
常務理事
※温冷配膳車等購入の指名競争入札
田島ホーム園長
場所：南会津町永田「田島ホーム」 事務担当者等
下郷町へ特養ショートステイの長期への転換について依頼
下郷町健康福祉課長
※下郷町介護保険事業計画への整合性確保について
福祉係長
※特養下郷ホームショートステイ定員１６床中最大６床を長期転換に 下郷ホーム園長
場所：下郷町大字塩生「下郷町役場」
南会津町へ特養ショートステイの長期への転換について依頼
南会津町健康福祉課長
※南会津町介護保険事業計画への整合性確保について
介護保険係長
※特養田島ホームショートステイ定員20床中最大4床を長期転換に 常務理事
※特養南郷ホームショートステイ定員10床中最大4床を長期転換に
場所：南会津町田島「南会津町役場」
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平成29年7月19日

平成29年9月21日

平成29年9月21日

平成30年2月19日

只見町長への事業説明及び支援依頼
只見町長、副町長
総務課長、総合政策課長
※平成30年度職員採用候補者試験「事務職員」の募集について
※特別養護老人ホームあさくさホーム運営収支の状況と支援について常務理事、只見ホーム園長
あさくさホームホーム長
こぶし苑事務長
場所：只見町大字只見「只見町役場」 本部事務員
入札執行
横山監事、佐藤監事
※特別養護老人ホーム南郷ホームナースコール設備改修工事請負契常務理事
約の指名競争入札
南郷ホーム園長
場所：南会津町永田「田島ホーム」 事務担当者等
入札執行
横山監事、佐藤監事
※特別養護老人ホーム田島ホーム空調・給湯設備修繕工事請負契約常務理事
の指名競争入札
田島ホーム園長
場所：南会津町永田「田島ホーム」 事務担当者等
南会津町議会文教厚生委員会委員による介護保険施設訪問
南会津町議会議員６名
※訪問施設 特別養護老人ホーム田島ホーム
南会津町健康福祉課長
南会津町議会事務局員
常務理事
場所：南会津町永田「田島ホーム」 田島ホーム園長
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