
 

令和３年度 事業報告 

（令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１． 法人概要 

法 人 名 社会福祉法人若草会 

法人設立年月日 平成 27年 12月 25日 

代 表 者 名 理 事 長  古 賀  良子 

法 人 所 在 地 福岡県久留米市天神町 134番地 1 

電 話 番 号 0942－38－2606 

 

 

２． 法人理念 

「人々の豊かな生涯を支援する介護の実現」 

 

 

３． 沿革 

平成 27年 12月   社会福祉法人若草会  設立 

平成 28年 １月   理事長 古賀由紀子 就任 

平成 29年 4月   地域密着型特別養護老人ホームわかくさ  開設 

令和 1年 10月   特別養護老人ホームわかくさショートステイ（空床型） 開設 

令和 2年 4月   社会福祉法人弥生の里福祉会 合併 

第 1種社会福祉事業 

 地域密着型特別養護老人ホーム弥生の里  追加 

 第 2種社会福祉事業 

 弥生の里ディサービスセンター  追加 

 短期入所生活介護弥生の里  追加 

 公益事業 

 （1）生きがい活動支援通所事業の受託経営 追加 

 （2）特定高齢者通所型介護予防事業の受託経営 追加 

令和 2年 7月     理事長 古賀良子  就任 

 

４． 事業内容 

〇第一種社会福祉事業 

 特別養護老人ホームの経営 

〇第二種社会福祉事業 

  短期入所生活介護の経営 

老人ディサービス事業の経営 

〇収益を目的とする事業 

 保育事業への貸付を目的とした不動産貸付業の経営 

〇公益事業 

（1）生きがい活動支援通所事業の受託経営  

（2）特定高齢者通所型介護予防事業の受託経営  

 



 

５．令和３年度の事業方針と重点的取り組み課題 

（１）感染症や災害への対応力強化に向けた予防策への理解と実践、研修と訓練の実践 

（２）地域包括ケアシステムの推進、看取りの充実、基礎研修の受講 

（３）自立支援・重度化防止の取組、機能訓練・口腔・栄養の専門職との連携。 

（４）介護人材の確保、介護現場の革新、職場環境の適正化・研修会の開催 

 

６． 理事会及び評議員会開催状況 

日時 議会名 （理事） 

（評議員） 

（監事） 

議題 

5月 17日～ 

5月 21日 

第 1回 

理事会 

（書面審議） 

7／7 

－ 

－ 

 

①特別養護老人ホーム 弥生の里 就業時間の変更につい

て 

②特別養護老人ホーム わかくさ 施設長の交代について 

③評議員会の日程について 

6月 10日 第 2回 

理事会 

6／7 

－ 

２／２ 

①令和 2年度事業報告について 

②令和 2年度決算報告について 

③役員の選任について 

④評議員の選任について 

6月 25日 第 1回 

定時評議員会 

－ 

11／14 

－ 

①令和 2年度事業報告について 

②令和 2年度決算報告について 

③理事及び監事の選任について 

④議事録署名人の選任について 

6月 29日 第 3回 

理事会 

６／7 

－ 

1／２ 

①理事長の互選について 

②業務執行理事の互選について 

11月 1日 第 4回 

理事会 

６／６ 

－ 

１／２ 

①弥生の里施設長の変更について 

②理事の選任について 

③第 1次補正予選案について 

④給与規程の変更について 

⑤評議員会の日程について 

11月 15日 第 2回 

評議員会 

－ 

６／９ 

－ 

①基本的財産の組み入れについて 

②理事の選任について 

③議事録署名人の選任について 

3月 29日 第 5回 

理事会 

６／7 

－ 

1／２ 

①令和 3年度補正予算案について 

②令和 4年度事業計画案について 

③令和 4年度事業予算案について 

④監事の選任について 

⑤評議員会の招集について 

 

 



７． 役員名簿 

理事長 古賀 良子 

業務執行理事 末次 輝 

理事 大石 昌彦 

理事 平松 義博 

理事 林 利彦 

理事 池末 直子 

理事 田中 圭子 

監事 田﨑 創 

監事 山﨑 倫明 

 

８． 評議員名簿 

評議員 稲吉 義弘 

評議員 大石 純夫 

評議員 木下 雅之 

評議員 熊谷 智彦 

評議員 眞田 明子 

評議員 中村 茂人 

評議員 古川 哲也 

評議員 肥山 淳一郎 

評議員 吉田 帰命 

 

 

９． 令和 3年度事業報告 

令和 3年度は、新型コロナウイルス世界的感染拡大の中スタートしました。予測できない感染拡大に世

界中が混乱し、不安を抱く一年だったように思います。また脱炭素化による化石燃料への投資離れ、コロナ

感染が落ち着いた際の原油需要の急増、ロシアのウクライナ侵攻によるロシア産原油の供給不安が高まっ

たことにより、原油価格が高騰を続けています。今後、エネルギー価格に加え、原材料費の高騰により、法

人は厳しい運営を求められていくこととなります。 

介護施設・介護事業所においても、徹底的な感染対策を行いました。入居者の中から１名の感染者が出

ましたが、病院協力のもと、迅速な対応を行った結果、施設内での感染拡大を防ぐことができました。国内

でも感染対策については緩和される方向に進んでいますが、高齢者施設であることを改めて自覚し、日常

的な感染予防について今後も継続する必要を感じています。 

また、特養わかくさにおいては職員の離職防止に重点的に取り組みました。介護職の離職率の全国平

均は 14.9％です。その多くが職場の人間関係に悩み、転職するケースが多くなっています。特養わかくさ

では施設長が中心となり、職場で孤立しない取組みとして、定期的に職員と面談を行い、孤立する前に不

満や不安に耳を傾けることで離職者が減りました。離職率は全国平均を大幅に下回る 6.8％に留まりました。

今後は他の施設でも同様に展開できるように行っていきたいと話しています。 

 不安定な世の中だからこそ、色々な問題を自分のこととして捉え、職員一丸となって仕事を行っていく必

要があります。社会福祉事業に従事する者として、仕事への姿勢を明確にする為、今年度は法人理念の

見直しを行い、法人の「寄り添う」ビジョンを策定しました。 



法人の基本理念 

  「一人ひとりの豊かな生涯を共に寄り添い、支え合う介護の実現」 

法人の「寄り添う」ビジョン 

   １、信頼 

高齢者や家族の気持ちに寄り添い、皆さまから愛され、信頼される事業所を目指します。 

   ２、共感 

      高齢者のこれまでの人生に寄り添い（理解）、日常の暮らしの中で共感できる喜びを広げていき

ます。 

   ３、尊厳 

高齢者の尊厳に寄り添い（配慮）、快適な生活が築けるよう、思いやりの歩みを継続します。 

 

新たな理念の元、職員が力を合わせ、様々な方から親しみを持っていただけるような法人を目指し邁進し

ていきたいと思います。 

 

１０． 特別養護老人ホームの新規入居者数及び退去者数 

①特別養護老人ホームわかくさ（久留米拠点） 

新規入居者数：   15名 

退 去 者  数：   15名 

       うち死亡者数：     11名 

       施設内看取り者数：  6名 

 ②特別養護老人ホーム弥生の里（小郡拠点） 

新規入居者数：   13名 

退 去 者  数：   13名 

       うち死亡者数：       6名 

       施設内看取り者数：    3名 

 

１１． 待機者数（令和 4年 3月 31日現在） 

①特別養護老人ホームわかくさ（久留米拠点） 8名 

②特別養護老人ホーム弥生の里（小郡拠点）  1名 

 

 

１２． 弥生の里ディサービスセンター 

新規利用者数      24名 

退所者数         30名 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３． 令和 3年度の行事実績 

 

特別養護老人ホームわかくさ

（久留米拠点） 

特別養護老人ホーム弥生の里

（小郡拠点） 

弥生の里ディサービスセンター

（小郡拠点） 

開催月 行事名 

４月 お花見 お花見 藤の花見 

５月 端午の節句 端午の節句  

６月 運動会 カキ氷・スイカパーティー  

７月 七夕まつり 七夕まつり 収穫祭 

8月 夏祭り 夏祭り 夏祭り 

９月 敬老会 敬老会 敬老会 

１０月 お月見会 運動会 秋の味覚を楽しむ会 

11月 わかくさ文化祭 絵手紙作成 芋掘り 

１２月 クリスマス会 クリスマス会 かかし見学・クリスマス会 

１月 お正月 新年初詣 初詣 

２月 節分 節分豆まき 節分豆まき 

３月 ひな祭り ひな祭り ひな祭り 

 


