
令和元年度 社会福祉法人みなと寮 本部拠点事業報告書
（自 平成３１年４月１日～至 令和２年３月３1日）

１．社会福祉事業
（１）第一種社会福祉事業
（イ）救護施設みなと寮の設置経営（生活保護法）
（ロ）救護施設こうせいみなとの経営（生活保護法）
（ハ）救護施設千里寮の設置経営（生活保護法）
（ニ）救護施設りんくうみなとの設置経営（生活保護法）
（ホ）更生施設京都市中央保護所の経営（生活保護法）
（ヘ）特別養護老人ホーム愛港園の設置経営（介護保険法）
（ト）特別養護老人ホーム第２愛港園の設置経営（介護保険法）
（チ）弘済院第１特別養護老人ホームの経営（介護保険法）

（２）第二種社会福祉事業
（イ）老人デイサ－ビス事業

みなとデイサービスセンター
第２みなとデイサービスセンター
築港デイサービスセンター

（ロ）老人短期入所事業
特別養護老人ホーム愛港園
特別養護老人ホーム第２愛港園
弘済院第１特別養護老人ホーム

（ハ）老人介護支援センター
みなと在宅介護支援センター
築港地域在宅介護支援センター

（ニ）認知症対応型老人共同生活援助事業
グループホームときめき

（ホ）老人居宅介護等事業
みなとホームヘルプセンター
築港ホームヘルプセンター

（ヘ）生計困難者に対する支援相談事業
各救護施設
特別養護老人ホーム第２愛港園

２．公益事業
（１）居宅介護支援事業

みなと在宅介護支援センター（港地域在宅サービスステーション）
築港在宅介護支援センター（築港地域在宅サービスステーション）

（２）大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員設置事業
特別養護老人ホーム愛港園

（３）港区南部地域包括支援センターの経営
（４）介護予防支援事業（港区南部地域包括支援センター）
（５）特別養護老人ホーム愛港園診療所の設置経営
（６）弘済院第１特別養護老人ホーム診療所の経営
（７）居住生活サポート事業の経営
（８）生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）

港区生活困窮者自立相談支援事業
西区生活困窮者自立相談支援事業
淀川区生活困窮者自立相談支援事業
吹田市生活困窮者自立相談支援事業



（９）生活困窮者就労訓練事業
各救護施設・京都市中央保護所

（10）認知症初期集中支援推進事業
港区南部地域包括支援センター

（11）生活困窮者就労準備支援事業
千里寮

（12）一時生活支援事業（緊急一時宿泊事業）
みなと寮・千里寮・りんくうみなと
京都市中央保護所

（13）ホームレス居宅定着支援事業
京都市中央保護所

（14）住宅確保要配慮者居住支援事業
千里寮

３．地域公益活動
（１）在宅重度障害者短期入所事業

み な と 寮
（２）在宅重度障害者入浴サービス事業

み な と 寮
（３）売春防止法及びＤＶ防止法に基づく一時保護事業

み な と 寮
（４）地域開放（相談・介護者教室）事業

各施設・事業所
（５）保護施設通所事業

みなと寮・こうせいみなと・千里寮・りんくうみなと
（６）居宅生活訓練事業

みなと寮・こうせいみなと・千里寮・りんくうみなと

４．会議・研修事業
（１）法人内施設連絡会議

①令和 元年 ７月２６日（金）
②令和 元年 ９月２６日（木）
③令和 元年１１月２７日（水）
④令和 元年１２月３１日（火）

（２）事業部長会議
①平成３１年 ４月２４日（水）
②令和 元年 ６月１９日（水）
③令和 元年 ８月２８日（水）
④令和 元年１０月２３日（水）
⑤令和 元年１２月１２日（木）
⑥令和 ２年 ２月１９日（水）

（３）各事業部会議
○生活福祉事業部会議
①平成３１年 ４月１２日（金）
②令和 元年 ５月１０日（金）
③令和 元年 ６月１４日（金）
④令和 元年 ７月１２日（金）
⑤令和 元年 ８月 ９日（金）
⑥令和 元年 ９月１３日（金）



⑦令和 元年１０月１８日（金）
⑧令和 元年１１月 ８日（金）
⑨令和 元年１２月１３日（金）
⑩令和 ２年 １月１０日（金）
⑪令和 ２年 ２月 ７日（金）
⑫令和 ２年 ３月１７日（火）

○介護保険事業部会議
①平成３１年 ４月１８日（木）
②令和 元年 ５月１６日（木）
③令和 元年 ６月１９日（水）
④令和 元年 ７月１７日（水）
⑤令和 元年 ８月２２日（木）
⑥令和 元年 ９月１８日（水）
⑦令和 元年１０月１７日（木）
⑧令和 元年１１月１４日（木）
⑨令和 元年１２月１９日（木）
⑩令和 ２年 １月１６日（木）
⑪令和 ２年 ２月２０日（木）
⑫令和 ２年 ３月１９日（木）

○研修企画部会議
①平成３１年 ４月 ５日（金）
②令和 元年 ５月１０日（金）
③令和 元年 ６月１０日（月）
④令和 元年 ７月 ５日（金）
⑤令和 元年 ８月 ９日（金）
⑥令和 元年 ９月 ５日（木）
⑦令和 元年１０月 ４日（金）
⑧令和 元年１１月 １日（金）
⑨令和 元年１２月 ６日（金）
⑩令和 ２年 １月１０日（金）
⑪令和 ２年 ２月 ７日（金）

（４）法人研修会
○新任職員研修会
①平成３１年 ４月 １日（月） 参加者１０名
②令和 ２年 ３月３０日（月） 参加者２０名
③令和 ２年 ３月３１日（火） 参加者２０名

○法人内職員研修会
①令和 元年 ６月１８日（火） 参加者２４名
②令和 元年 ７月２２日（月） 参加者２４名

○法人内基礎研修会
①令和 元年１０月２４日（火） 参加者 ２７名
②令和 元年１１月２６日（火） 参加者 ２３名

５．理事会 （役員数：理事６名 監事２名）
第２５７回理事会

令和元年 ５月２０日（月）出席者 理事 ６名 監事 ２名



☆平成３０年度事業報告書（案）
☆平成３０年度計算関係書類（案）
☆社会福祉充実残額の算定結果報告
☆就業規則の一部変更（案）
☆会計監査人報酬等の額の決定（案）
☆理事・監事の報酬等の額の決定（案）
☆定時評議員会の日時、場所、議案等の決定（案）
☆評議員選任・解任委員会の報告（案）
☆任期満了に伴う理事・監事の候補者決定（案）
☆評議員選任・解任委員の選任（案）

第２５８回理事会
令和元年 ６月１７日（月）出席者 理事 ６名 監事 ２名

☆理事長の選任

第２５９回理事会（書面理事会）
令和元年 ７月２２日（月）同意理事 ６名 異議確認監事 ２名

☆港区南部地域包括支援センター管理者の変更（案）

第２６０回理事会（書面理事会）
令和元年 ８月２３日（金）同意理事 ６名 異議確認監事 ２名

☆所長の変更（案）
☆給与規則の一部変更（案）

第２６１回理事会
令和元年１２月１２日（木）出席者 理事 ６名 監事 １名

☆令和元年度上半期事業報告書（案）
☆令和元年度上半期収支報告書（案）
☆指定管理者申請について
☆運営規程の一部変更
☆給食委託業者選定結果
☆給与規則の一部変更（案）

第２６２回理事会（書面理事会）
令和２年 ２月 ３日（月）同意理事 ６名 異議確認監事 ２名

☆（仮称）救護施設みやこ整備について（案）

第２６３回理事会
令和２年 ３月２３日（月）出席者 理事 ６名 監事 ２名

☆令和元年度補正予算書（案）
☆令和２年度事業計画書（案）
☆令和２年度資金収支予算書（案）
☆業務委託事業の公募申請について
☆就業規則の一部変更（案）
☆給与規則等の一部変更（案）
☆運営規程の一部変更（案）



６．評議員会 （役員数：評議員7名）
第５９回定時評議員会

令和元年 ６月１７日（月）出席者 理事 １名 評議員 ７名 監事 ２名
☆平成３０年度事業報告書
☆平成３０年度計算関係書類
☆会計監査人報酬等の額の決定（案）
☆理事・監事の選任（案）
☆理事・監事の報酬等の額（案）


