
令和2年度社会福祉法人白ゆり共生会事業報告

１　本部

(1)令和2年度理事長の業務専決事項

4月1日 辞令発令(各事業所）

4月3日 令和2年度北上市居住サポート事業業務委託について

4月3日 令和2年度北上市障害者相談支援事業業務委託について

4月3日 変更届出書の提出について(北上市）

4月3日 相談支援専門員等選定通知書の提出について

4月7日 変更届書の提出について（県南広域振興局）(自立生活支援センター北上）

4月8日 介護保険社会福祉事業者総合保険業務中障害補償特約通知書

4月9日 福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届け出について(ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ）

4月10日 介護給付費算定に関する届出書(県南広域振興局）（しらゆり工房）

4月13日 介護給付費算定に関する届出書(県南広域振興局）（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ）

4月14日 特別徴収義務者の所在地名称変更届出書

4月15日 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾘｰｽ申込書(共栄ﾌﾞﾚｰﾝ郡山）

4月15日 住所変更届(共栄ﾌﾞﾚｰﾝ郡山）

4月15日 自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上職員・本部職員の有料駐車場借用料の補助について

4月16日 職員への被服貸与に伴う制服注文について（センター、本部）

4月21日 自立生活センター北上所長就任挨拶状送付について

4月22日 社会福祉施設等退職手当共済契約の令和2年度掛け金納付に係る事業所負担金について

4月22日 社会福祉施設等退職手当共済契約に係令和2年度更新手続について

4月24日 事務所内設置のパネル(仕切り）代金の支払いについて

4月27日 事業所における新型コロナウイルス感染症対応資料について（しらゆり工房）

4月27日 自動車税課税免除申請に係る書類について（しらゆり工房）

5月7日 社会福祉事業等の用に供する自動車に係る自動車税課税免除申請について

5月7日 軽自動車税申告書兼標識交付申請書

5月14日 2020「24時間テレビ」43福祉車両寄贈申込み(ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ)

5月15日 公益の用に供する軽自動車税の減免申請について

5月19日 2020年度岩手県社会保険協会の会費納入について

5月22日 岩手県精神保健福祉功労者推薦について（酒勾節雄）

5月22日 コピー機自動原稿送り装置購入について(本部）

5月22日 社会福祉事業功労者推薦について(社協）（酒勾節雄・太田和彦）

5月26日 公用車車検に伴う継続検査申請書について（しらゆり工房）

5月26日 税務代理権限証書(大沢会計）

5月27日 公用車車検継続検査申請書(北上車輌）

6月2日 自動車保険契約内容変更依頼書（はなまる保険ｻｰﾋﾞｽ）

6月15日 職員への被服貸与に伴う制服注文について



6月19日 健康保険・被扶養者異動届（滝沢諭）

6月22日 北上市市民福祉大会における被表彰者の決定について

6月24日 令和2年度上期賞与支給について

6月26日 令和2年度岩手県社会福祉協議会会費納入について

7月2日 令和2年度夏季賞与支払届の提出について

7月2日 財産目録の報告(盛岡地方法務局）

7月8日 令和2年度健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届について

7月8日 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届について

7月16日 有期雇用就業規定様式第２号雇用条件通知書を労働条件通知書に変更する

7月16日 有期雇用事務処理要領様式第７号の日数を変更する

7月17日 福祉介護職員処遇改善実績報告書（県南広域振興局）（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ）

7月17日 第三者委員の委嘱について（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ）

7月21日 保険料算出基礎数字申告書（はなまる保険）

7月21日 第三者委員の委嘱について（自立生活支援センター北上、しらゆり工房）

7月22日 令元年度処遇改善実績報告書（しらゆり工房）

7月31日 及川茜健康保険、厚生年金保険資格喪失証明書

8月5日 令和元年度処遇改善実績報告書（しらゆり工房）県南広域振興局

8月19日 給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書（及川茜）

8月19日 労働保険年度更新等申告書

8月19日 給与所得者異動届出書(及川茜）

8月19日 労働保険概算確定保険料申告書

8月25日 令和2年度北上市社会福祉協議会団体会員会費納入について

8月27日 ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ車検継続検査申請書（しらゆり工房）

9月1日 有期雇用職員採用事務処理要領の第5条(1)一部改正について(岩手県最低賃金）

9月1日 令和2年度　職員採用について(自立生活支援センター北上　相談支援員）

9月10日 屋上ドレン配管改修工事について

9月23日 送迎車リース契約の締結について（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ）

9月29日 令和2年度　職員採用について(自立生活支援センター北上　相談支援員）

10月5日 令和2年度　労働保険料の納入について

10月8日 送迎車輌ﾆｯｻﾝNV350キャラバンの廃車について（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ）

10月19日 職員（生活支援員）の採用について（小野寺眞公子　しらゆり工房）

10月22日 しらゆり工房送迎員採用試験（面接）について

10月27日 しらゆり工房生活支援員採用試験(面接）について(濱田美智子）

10月29日 軽自動車申告書（サンバー）

11月4日 有期雇用職員の雇用について（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ運転手）

11月9日 年末調整関係書類配布・提出以来について

11月9日 令和3年　年賀状送付先の確認について

11月10日 しらゆり工房有期雇用職員（生活支援員・職業指導員・送迎員）の採用について

11月16日 健康保険被扶養者資格の再確認調査について

11月18日 再就職手当支給申請書（ﾊﾛｰﾜｰｸ北上）

11月18日 再就職手当申請に伴う事業主からの証明書（ﾊﾛｰﾜｰｸ北上）



11月19日 固定資産（日産キャラバン）の売却について（ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ）

11月20日 継続検査申請書（高征車輌）

11月20日 ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用の同意書（高征車輌）

11月25日 健康診断結果一覧表作成申込書（岩手県予防医学協会）

11月26日 令和2年度保険料（自動車保険等）の各事業所負担額徴収について

11月26日 令和2年度消費税（中間納付）の納入について

11月26日 令和2年度消費税（中間納付）の各事業者負担額徴収について

12月14日 令和2年度冬期賞与の支給について

12月14日 令和2年分所得税の年末調整について

12月15日 ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄについて

12月24日 賞与支払届について

12月25日 令和3年4月職員採用試験実施と要綱制定について(高卒者　しらゆり工房）

1月15日 継続検査(車検）における確認事項及び承諾書(ﾜｰｸｽﾃﾝｼｮﾝきたかみ）

1月16日 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金申請について（自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上）

1月20日 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出について

1月20日 給与支払報告書の提出について

1月26日 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金申請について（しらゆり工房）

2月1日 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ利用者工賃支払要綱の一部改正について

2月1日 令和3年度償却資産申告書

2月9日 建物更正共済契約非継続返戻金等支払請求書兼届け書(花巻農業協同組合）

2月9日 共済証書紛失等届け書

2月19日 自動車保険契約内容変更依頼書（はなまる保険ｻｰﾋﾞｽ）

2月24日 送迎車リース契約について（トヨタハイエース　ワークステーションきたかみ）

2月25日 令和2年度第3回しらゆり工房拠点定期監査資料について

3月1日 元理事長酒勾節雄氏より施設整備費用として寄附金の申込みについて

3月4日 複合機のリース契約について（コピー機　しらゆり工房）

3月10日 コピー機リース契約申込書（しらゆり工房）

3月10日 酒勾節雄氏より施設整備費用として寄附された寄附金について

3月15日 自立生活支援センター北上の相談支援員採用について（高橋明菜）

3月15日 自立生活支援センター北上ピアカウンセラー採用について

3月16日 令和2年度ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ・しらゆり工房における令和2年度末処遇改善手当について

3月16日 岩手県社会福祉協議会との請負業務契約及び共同受注ｾﾝﾀｰ加入について

3月19日 送迎車両日産キャラバンの廃車について

3月23日 自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上・本部ﾊﾟｿｺﾝリース申込書

3月23日 令和3年度における利用者の送迎体制について

3月24日 健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届け

3月24日 令和2年度　3月賞与支払届けの提出について

3月29日 令和2年度ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ予算の流用について

3月31日 令和3年度しらゆり工房有期雇用職員に対する辞令交付について

3月31日 令和3年度自立生活支援センター北上ピアカウンセラーの辞令交付について

3月31日 令和3年度自立生活支援センター北上日々雇用者に対する辞令交付について



3月31日 令和3年度しらゆり工房職員に対する辞令交付について(施設長）

3月31日 令和3年度しらゆり工房職員に対する辞令交付について

3月31日 令和3年度ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ職員に対する辞令交付について

3月31日 令和3年度自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上職員に対する辞令交付について

3月31日 令和3年度本部職員に対する辞令交付について

3月31日 令和3年度ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ有期雇用職員に対する辞令交付について

3月31日 令和3年度自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上有期雇用職員に対する辞令交付について

3月31日 令和3年度本部雇用職員に対する辞令交付について

(2)　定期業務監査報告

　ア　監事による監査

5月25日 決算監査　自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上、ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ、しらゆり工房

(菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

7月29日 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ　　（菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

8月24日 しらゆり工房　　　　　(菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

9月25日 自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上　(菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

10月23日 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ　　（菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

11月24日 しらゆり工房　　　　　(菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

12月21日 自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上　(菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

1月22日 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ　　（菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

2月24日 しらゆり工房　　　　　(菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

3月16日 自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上　(菊池隆浩監事、高橋悦子監事）

(3)　一般事務事業報告

　ア　法人本部事務処理事項

　（ア）　理事会の開催

　【定例第1回】令和2年6月8日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・理事長の職務執行状況報告

・定期監査報告

・議案第1号　平成31年度事業報告

・議案第2号　平成31年度決算報告（決算監査報告）

・議案第3号　令和2年度定時評議員会の招集について

・議案第4号　職員就業規則第7章第42条1項の改正について

・議案第5号　給与規定第4章第33条の改正について

　【定例第2回】令和2年9月10日（木）自立生活支援センター北上　会議室

・理事長の職務執行状況報告

・定期監査報告

・議案第6号　令和2年第1回補正予算について

・議案第7号　令和2年度雄第2回定時評議員会の招集について

　【臨時第1回】令和2年10月13日（火）自立生活支援センター北上　会議室



・理事長の職務執行状況報告

・定期監査報告

・議案第8号　有期雇用職員就業規定第6章第27条第1項の改正について

・議案第9号　給与規定第2章第12条第2項給料表の改正について

　【定例第3回】令和3年3月5日（金）自立生活支援センター北上　会議室

・理事長の職務執行状況報告

・定期監査報告

・議案第10号　令和2年度収支補正予算（第2次）について

・議案第11号　令和3年度事業計画について

・議案第12号　令和3年度資金収支予算について

・議案第13号　第3回定時評議員会の招集について

　（イ）評議員会の開催について

　【定時第1回】令和2年6月18日（木）さくらホール2階多目的室１・２

　 ・定期監査報告

・一般事務事業報告

・議案第1号　平成31年度事業報告について

・議案第2号　平成31年度決算報告について

　【定時第2回】令和2年9月23日（水）さくらほーる2階多目的室１・２

・監査報告

・一般事務事業報告

・議案第３号　令和２年度第１次補正予算について

　【定時第３回】令和3年3月19日（金）社会福祉法人北上社会福祉協議会第１・第２研修室

・定期監査報告

・一般事務事業報告

・議案第４号　令和２年度収支補正予算（第２次）について

・議案第５号　令和３年度事業報告について

・議案第６号　令和３年度収支予算について

　（ウ）経営会議の開催

　【第１回】令和2年5月28日（木）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・平成３１年度事業報告について

・平成３１年度決算報告について

・令和２年度定時評議員会の招集について

・新型コロナウイルス対応について

・その他

　【臨時第１回】令和2年6月24日（水）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・令和２年度上期賞与支給について

・新卒者募集について



・各月の会計処理、事業報告について

・新型コロナウイルス対応について

　【第２回】令和2年8月27日（木）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・第１次補正予算について

・本部拠出金について

・新型コロナウイルスについて

　【臨時第２回】令和2年10月5日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・有期雇用職員就業規定第６章第２７条第２項について

・運営規定内規について（ワークステーションきたかみ・しらゆり工房）

・有期雇用職員給与表の改訂について

・正規職員給与表の改訂について

　【第３回】令和2年11月27日自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・冬期賞与について

・新型コロナウイルスについて

　（エ）施設長会議の開催

　【第1回】令和2年4月22日（木）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・新型コロナウイルスの対応について

・規定等の改正について

　【臨時第1回】令和2年4月27日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・新型コロナウイルスの対応について

　【第2回】令和2年5月21日（木）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・新型コロナウイルスの対応について

・特定処遇改善手当について

　【第3回】令和2年6月24日（水）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・令和2年度上期賞与支給について

・新卒者募集について

・各月の会計処理、事業報告について

・新型コロナウイルスの対応について

　【第4回】令和2年7月27日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・新型コロナウイルスの対応について

・定期預金について

・拠出金について（計算根拠）

・第1次補正予算について



・夏季休暇について

・規定、規則、要綱、要領について

　【第5回】令和2年8月27日（木）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・第1次補正予算について

・本部拠出金について

・新型コロナウイルスの対応について

　【第6回】令和2年9月28日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・新型コロナウイルスの対応について

・有期雇用職員就業規定第6章第27条第2項について

・運営規定内規について（ワークステーションきたかみ・しらゆり工房）

・正規職員給与表の改訂について

・有期雇用職員給与表の改訂について

・経営会議日程について

・規定、規則、要綱、要領について

　【第7回】令和2年10月21日（水）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・起案の承認について

・評議員会開催について

・就職相談会について

・職員健康診断について

　【第8回】令和2年11月16日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・職員健康診断について

・中期経営計画について

・就職相談会について

　【臨時第2回】令和2年12月14日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・冬季休暇の延長について

・クリスマスプレゼントについて

・新型コロナウイルス感染症について

　【第9回】令和2年12月23日（水）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・就職試験について

・令和3年度予算について（事業計画等）

・令和2年度補正予算について

　【第10回】令和3年1月25日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・就職試験について（花巻農業高校）

・令和2年度第2次補正予算について

・令和3年度予算について（事業計画等）



　【第11回】令和3年2月19日（金）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・令和2年度第2次補正予算について

・令和3年度年間行事予定について

・令和3年度予算について（運営方針、事業計画等）

・経営会議議題

　【第12回】令和3年3月29日（月）自立生活支援センター北上　会議室

・各事業所の業務進捗状況について

・令和3年度入社式について

・令和3年度辞令交付について

・令和3年度運営方針、事業計画等について







令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金申請について（自立生活支援ｾﾝﾀｰ北上）

令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金申請について（しらゆり工房）

令和2年度ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝきたかみ・しらゆり工房における令和2年度末処遇改善手当について






