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１、法人基本理念 

社会福祉法人柏寿会は、社会福祉事業の公明かつ適正な実現の確保及び社会福祉を目的と

する事業の健全なる発展を図り、安心して生活できる地域社会の構築に貢献する。  

２、法人基本方針 

1. 自立支援（人としての尊厳を守り、個人の自立を促す） 

2. 社会共同連帯（共に支えあう福祉へ） 

3. 自由選択（与えられるものではない選択できる権利を守る） 

4. 利用者主体のサービス（4つの権利の尊重） 

1）安全である権利 

2）知らされる権利 

3）選択できる権利 

4）意見を反映させる権利  

5. 即応性・公平性・継続性（すぐに、誰でも、いつまでも）  

３、法人沿革 

昭和５６年１２月  社会福祉法人柏寿会 設立 

  昭和５７年 ４月  特別養護老人ホーム福光園事業開始（定員 50名） 

  昭和５７年１０月  在宅老人短期保護事業開始（委託事業） 

平成 元年 ２月  ショートステイ専用居室６床増床 

  平成 ２年１１月  福光園在宅介護支援センター事業開始 

            家庭奉仕員派遣事業開始 

  平成 ４年 ２月  特別養護老人ホーム福光園 30床増床（定員 80名） 

  平成 ５年 ４月  福光園デイサービスセンターＥ型（痴呆対応型）事業開始 

  平成１２年 ４月  居宅介護支援事業所「岩手宮城介護保険事業所」開所 

            訪問介護「福光園ヘルパーステーション」開所 

  平成１３年１０月  日本生命財団助成事業開始（平成 16年 9月まで） 

  平成１４年 ６月  「福光園痴呆性高齢者グループホームやすらぎの家」開所 

            法人設立２０周年記念式典挙行 

  平成１６年 ３月  「福光園痴呆性高齢者グループホームフクちゃんハウス」開所 

  平成１７年 ３月  ケアハウス「福光園ケアハウス老楽園」開所 

  平成１８年 ２月  「福光園グループホームやすらぎの家」に名称変更 

            「福光園グループホームフクちゃんハウス」に名称変更 

  平成１９年 ６月  居宅介護支援事業所「福光園居宅支援事業所」開所(事業所名変更) 

            居宅介護支援事業所「老楽園居宅支援事業所」開所 

  平成２２年 ４月  特別養護老人ホーム福光園（51床）移転新築開所 

            特別養護老人ホームアネックス（31床）名称変更 
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            福光園短期入所生活介護（10床）新築開始 

            福光園アネックス短期入所生活介護(10床)名称変更 

            福光園ケアハウス老楽園特定施設(20床)開所 

  平成２３年 １月  社会福祉法人柏寿会 法人本部事務所を現住所地に移転 

  平成２４年 ３月  特別養護老人ホーム福光園アネックス 50床（19床増床）事業開始（真

柴） 

  平成２６年 ３月  福光園ケアハウス老楽園及び福光園デイサービスセンター老楽園素

消防設備（スプリネックス）整備 

  平成２７年 ２月  福光園アネックスペレット焚きバコティンヒーター設備整備 

 

４、本年度の重点目標 

（１）法人の事業の安定・継続的経営に努めます。 

①役員会の開催状況 ４回開催（定例開催３回開催・臨時開催１回） 

日 時 議   案 出席者 

平成３０年 

５月３０日 

『報告事項』 

報告第１号 社会福祉法人柏寿会平成 29 年度第４四半期及び決算監事出納監 

査報告について 

報告第２号 理事長の業務執行状況について 

報告第３号 常務理事の業務執行状況について 

『議  案』 

議案第 1 号 社会福祉法人柏寿会平成２９年度事業報告について 

議案第２号 社会福祉法人柏寿会平成２９年度事業会計収支決算の承認について 

議案第３号 社会福祉法人柏寿会平成２９年度資産総額変更登記について 

議案第４号 社会福祉法人柏寿会役員旅費規程の改正について 

議案第５号 平成３０年度社会福祉法人柏寿会第１次補正予算の承認について 

議案第６号 評議員会の開催について 

理事７名 

監事２名 

平成３０年 

９月１３日 

『報告事項』 

報告第１号 社会福祉法人柏寿会平成３０年度第１四半期監事出納監査報告につ

いて 

報告第２号 社会福祉法人柏寿会育児休業等に関する規則の改正について 

報告第３号 常務理事の業務執行状況について 

『議  案』 

議案第 1 号 平成３０年度社会福祉法人柏寿会第２次補正予算の承認について 

議案第 2 号 社会福祉法人柏寿会常務理事の選定について 

理事８名 

監事２名 
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平成３０年 

１２月２０日 

『報告事項』 

報告第１号 社会福祉法人柏寿会平成３０年度第２四半期監事出納監査報告につ

いて 

報告第２号 理事長の業務執状況について 

報告第３号 常務理事の業務執行状況について 

報告第４号 社会福祉法人柏寿会平成３０年度半期収支状況について 

『議  案』 

議案第 1 号 社会福祉法人柏寿会平成３０年度第３次補正予算の承認について 

議案第 2 号 平成３０年度社会福祉施設指導監査及び平成３０年度介護保険施設

等の実地指導の実施結果に係る是正改善の内容について（福光園） 

議案第 3 号 平成３０年度社会福祉施設指導監査及び平成３０年度介護保険施設

等の実地指導の実施結果に係る是正改善の内容について（老楽園） 

その他 

理事８名 

監事１名 

平成３１年 

３月１４日 

『報告事項』 

報告第 1 号 社会福祉法人柏寿会平成３０年度第３四半期監事出納監査報告につ 

いて 

報告第２号 理事長の業務執状況について 

報告第３号 常務理事の業務執行状況について 

『議  案』 

議案第 1 号 社会福祉法人柏寿会平成３０年度第４次補正予算の承認について 

議案第 2 号 平成３１年度社会福祉法人柏寿会事業計画の承認について 

議案第 3 号 平成３１年度社会福祉法人柏寿会当初予算の承認について 

議案第４号 社会福祉法人柏寿会就業規則の改正について 

議案第５号 旧岩手県立一関清明支援学校の土地利活用募集に係る施設整備事業 

計画の承認並びに応募について 

議案第６号 社会福祉法人柏寿会役員（監事）の欠員補充の選任について 

議案第７号 評議委員会の開催について 

追加議案第１号 特別養護老人ホーム福光園アネックス園長定年退職による再雇用に 

ついて 

理事８名 

監事１名 

 

・評議員会の開催状況 ２回開催（定時評議員会１回・臨時評議員会１回） 

日 時 議   案 出席者 
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平成３０年 

６月１４日 

『報告事項』 

報告第１号 社会福祉法人柏寿会平成２９年度決算監事出納監査報告について 

『議  案』 

議案第 1 号 社会福祉法人柏寿会平成２９年度事業報告について 

議案第２号 社会福祉法人柏寿会平成２９年度事業会計収支決算の承認について 

議案第３号 社会福祉法人柏寿会役員旅費規程の改正について 

評議員 

  

９名 

平成３１年 

３月２６日 

『議  案』 

議案第 1 号 社会福祉法人柏寿会役員（監事）の欠員補充の選任について 

評議員 

 

８名 

 

・監査の実施状況 ４回実施 

開催日 内  容 出席者 

平成３０年 ５月２４日 ・平成 29年１月より３月分監査について 

・平成 29年度事業及び決算について 

監事２名 

平成３０年 ８月２２日 ・平成 30年４月より６月分監査について 監事２名 

平成３０年１１月２７日 ・平成 30年７月より９月分監査について 監事１名 

平成３１年 ２月２１日 ・平成 30年１０月より１２月分監査について 監事１名 

 

（２）地域との連携、及び地域との結びつきを継続して参ります。 

  ①地域公益活動推進事業ＩＷＡＴＥ・安心サポート事業の実施。 

  ②一関市夏祭りへの参加を通し地域活動の参加を継続して参ります。 

  ③平成会との共同開催のイベントにより地域との交流を深めて参ります。 

④ホームページを通して、広く地域の意見に耳を傾けます。 

⑤法人の現況報告書及び決算をホームページを通じ公表いたします。 

⑥施設整備事業の推進（第８期整備） 

（結果） 

 ①岩手県社会福祉法人経営者協議会ＩＷＡＴＥ・あんしんサポート事業に参画し、 

あんしんサポート相談員２名を配置、地域公益活動として暮らしの困りごとを抱 

えた方の自立を支援いたしました。 

  ②一関市夏祭りの参加を通し地域貢献と交流を図りました。 

  ③平成会との共同開催の「とうふまつり」において地域との交流を深めました。 

  ④ホームページによる各事業の状況を随時更新し、広く事業についての周知を図り 

ました。 

⑤社会福祉法人の情報開示として求められている現況報告書・決算の開示について 

平成２９年度決算をホームページに掲載いたしました。 

  ⑥一関清明支援学校跡地利活用について、第８期施設整備事業として特別養護老人 
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ホームアネックスの移転新築計画を決議し応募いたしました。結果、平成３１年 

３月２９日付けで、一関清明支援学校跡地の貸付予定事業者として決定いたしま 

した。 

  

 


