平成２７年５月２６日

平成２６年度

社会福祉法人 同善福祉会事業実績報告書

社会福祉法人同善福祉会
理 事 長
平成２６年度における当法人の事業実績報告といたしまして、下記のとおりご提案申し上げます。

記
Ⅰ．概要
利用者の増加及び通所率の向上を掲げ取り組んだ結果、施設全体の通所率は、７０．９％に留まった
ものの、延べ利用人数では前年度６，９１０人から＋２９５人の７，２０５人となり１日当り１．２人
の増加となった。就労移行支援事業は、前年度比▲６８人の１，１６７人で通所率４５．９％。生活介
護事業は、前年度比＋３５７人の３，３８９人で通所率８９％。就労継続支援Ｂ型事業は、大幅増を見
込んでいたが、前年度比＋６人の２，６４９人で通所率６９．５％と伸び悩んだ。その結果、資金収支
計算書において施設整備等積立を除いた実質で１８７万円の黒字となった。
職員については、就労継続支援事業Ｂ型に常勤の生活支援員を増員し、配置に厚みを持たせた。施設
全体では、１年間を通じて離職者を出すことなく安定したサービス提供を行うことができた。また専門
的知識の習得及び技術向上のため、各種研修に参加させ利用者支援に役立てた。
就労移行支援事業は、新規利用者数を確保できず通所率の低下を改善出来なかった。就労実績におい
ても、一般企業への就労２名のみという低調な結果となった。訓練プログラムである名刺作成用パソコ
ンを代替えすることにより、利用者がインターネットを使った求人検索可能な環境を整えた。
生活介護事業は、わくわくフェスティバルのボッチャ大会をきっかけにボッチャに取組みたいという
利用者のニーズを受けて用具を整え、2 月開催のチャレンジドボッチャカップにも参加した。これによ
り平成２７年度に余暇活動を充実させる為の下地づくりを行うことができた。
就労継続支援事業Ｂ型は、目標工賃一人あたり月額 1７,000 円に対して、実績 1８,９５３円と目標
を達成することができた。利用者工賃向上のため担当職員が高浜市、高浜市商工会、まちづくり協議会
等に積極的に営業活動を行い、イベント模擬店や缶バッチを受注した。農福連携を目指す農園作業は、
吉浜まちづくり協議会等のご指導、ご協力を頂き、地域との連携を深めると共に耕作面積拡大により一
定の収益を上げることができた。
社会福祉法人として地域貢献活動に一層の取り組みが期待されている中、高浜市役所と福祉避難所の
開設及び運営に関する協定を締結。平成２７年度は生活困窮者への就労準備支援事業やボランティア団
体への支援など行っていく予定である。人材育成と働きやすい職場作りに努め、職員一丸となって真摯
に事業に取り組み、利用者の日常生活を豊かにし安心して通える施設運営を行なっていきたい。
１

Ⅱ．事業運営
１．平成２６年度における主要行事・業務
月

主要行事・業務

４

定期防災訓練実施

５

平成２５年度決算監事監査実施、第１回評議員会・理事会開催

６

健康診断実施

８

第７回チャレンジサポートたかはま夏祭り開催

９

定期防災訓練実施
第２回評議員会・理事会開催

１０

第３回理事会開催

１１

わくわくフェスティバル出店

１２

チャレンジサポートたかはま忘年会開催

３

第３回評議員会・第４回理事会開催

※上記のほか、年間を通して、多数の団体、個人の視察・見学を受け入れた。
２．障害福祉サービス事業の実施
◇就労移行支援事業
Ａ．職業訓練及び生産活動
（１）名刺印刷事業
（２）その他事業（㈱ハヤトコーポレーションからの受託業務）
Ｂ．就労支援
（１）就労準備講座
（２）就職活動の支援
（３）企業実習
（４）企業への就労（平成２６年度実績・２名）
（５）定着支援
◇生活介護事業
（１）入浴・排泄等の介護
（２）看護師による体温、血圧の計測、体調の聞き取り等の健康チェック
（３）生産活動については、企業からの下請けバリ取り作業
（４）散歩・調理実習（かんたんクッキング）
・観光地への外出・買物への外出
（５）送迎サービス（１８名〔高浜市１１名：安城市３名：碧南市４名〕）
◇就労継続支援事業 B 型
（１）生産活動
・はがき作成事業
たんぽぽ会（紙すき葉書）
日本福祉大学高浜事業室（ざっくばらんなカフェコースター）
高浜市共同募金委員会（赤い羽根コースター）
２

・印刷事業
青木堂 ㈲神谷ゴム工業所

高浜市社会福祉協議会

日本福祉大学高浜事業室

愛知県自動車整備振興会高浜支部 高浜神明宮余興委員会 ㈱ヤマミ企業
論地町町内会 本郷町町内会 高浜市特別支援教育連携協議会 ㈱乃村工藝社
グローバル商事㈱ 日本福祉大学高浜市まちづくり研究センター 高浜市
・資源回収
㈲杉浦善平商店（新聞紙・牛乳パック）
㈱中西（アルミ缶・スチール缶・段ボール・新聞紙・雑誌）
・高浜エコハウス施設管理補助業務 高浜市総合サービス㈱
・ゴムバリ取り作業 ㈱スズキゴム
・未認定道路内緑地維持管理業務委託 豊生ブレーキ工業㈱ トヨタ車体精工㈱
・量水器分解業務委託 高浜市
・折り紙作業 ㈱中京医薬品
・缶バッチ作成販売
とりめし学会 吉浜まちづくり協議会 高浜南部まちづくり協議会
昭和で元気になる会 高浜市
・その他 野菜販売、模擬店など
（２）就労 就労実績なし
（３）余暇活動
・月に１回のペースで実施。調理・外出等
（４）その他
・送迎サービス（６名〔高浜市３名：刈谷市３名〕）
◇その他（全事業共通）
実習・ボランティアの受入
５月 日本福祉大学社会福祉士実習１名受入
６月 安城特別支援学校高等部３年生実習１名受入
ひいらぎ特別支援学校高等部３年実習１名受入
７月 高浜高等学校福祉科介護実習１年生４名受入
日本福祉大学中央福祉専門学校社会福祉士実習２名受入
８月 平成２６年度「チャレンジサポートたかはま夏祭り」ボランティア受入
豊田大谷高校学生ボランティア１名受入
愛知産業大学工業高校学生ボランティア１名受入
桃陵高校学生ボランティア３名受入
日本福祉大学社会福祉士実習１名受入
９月 日本福祉大学社会福祉士実習１名受入
１１月 日本福祉大学中央福祉専門学校社会福祉士実習２名受入
わくわくフェスティバルボランティア受入
安城特別支援学校高等部３年生実習１名受入
※上記のほか、高浜市いきいき健康マイレージ事業のボランティアを受け入れた。
３

３．事業毎における利用者の現況
（１） 利用契約者（平成２７年３月３１日現在）
就労移行（定員１０名）
契約者数

住

所

生活介護（定員１５名）

就労継続Ｂ型（定員１５名）

４名（男性３名：女性１名）

１８名（男性８名：女性１０名）

高浜市１名（男性１名）

高浜市１１名（男性６名：女性５名） 高浜市１０名（男性７名：女性３名）

碧南市３名（男性２名：女性１名）

安城市 ２名（女性２名）
碧南市

１６名（男性１１名：女性５名）

刈谷市

４名（男性３名：女性１名）

４名（男性 1 名：女性３名） 碧南市

２名（男性１名：女性１名）

知立市 １名（男性１名）
主たる
障害

知的 ３名（男性２名：女性１名）

知的

５名（男性２名：女性３名） 知的

９名（男性６名：女性３名）

精神 １名（男性１名）

身体

６名（男性４名：女性２名） 身体

３名（男性２名：女性 1 名）

精神

７名（男性２名：女性５名） 精神

４名（男性３名：女性１名）

※障害については主なものを記載。知的及び身体、身体及び精神の重複利用者もあり。
（２）通所率（％）
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４．受託事業及び補助事業等の実施
（１）高浜エコハウス施設管理補助委託業務
（２）未認定道路内緑地維持管理業務委託
（３）愛知県障害者就労支援事業
（４）刈谷市障害者就労移行後支援事業
（５）量水器分解業務委託

４

１０月 １１月 １２月

１月

２月

３月

Ⅲ．理事会・評議員会の開催
開催月日

会議名

議案及び報告事項
【議案】
１． 平成２５年度事業実績について
２． 平成２５年度決算について
（報告）平成２５年度監事監査結果について

第１回評議員会
５月２６日（月）

18：30～19：20
第１回理事会
19：30～20：20

３． 選出母体の役職交代等に伴う評議員の改選について（理事会議決事
項）
４．その他
【報告】
１． 平成２５年度第３回評議員会･第３回理事会議事録について
２． 平成２５年度高浜市法人指導監査結果について
３． 職員関連事項について
４． 施設運営・事業実施状況について
５． その他
【議案】
１． 任期満了に伴う理事・監事・評議員の改選について
２． 平成２６年度第 1 次補正予算について

第２回評議員会
９月３０日（火）

18：30～1９：２0
第２回理事会
19：３0～２０：20

３． その他
【報告】
１.

平成２６年度第１回評議員会・第１回理事会議事録について

２.

職員関連事項について

３.

施設運営・事業実施状況等について

４.

第７回チャレンジサポートたかはま夏祭りについて

５.

わくわくフェスティバル（１１/２）への参加について

６.

その他

【議案】
１．理事長ならびに理事長職務代理者の選任について

１０月 7 日（火）

第３回理事会
18：30～19：00

２．その他
【報告】
１．平成２６年度第２回評議員会における理事・監事の選任結果につい
て
２．その他

３月２３日（月）

第３回評議員会

【議案】

18：30～19：20

１． 平成２６年度第２次補正予算について

第４回理事会

２． 平成２７年度事業計画について

19：30～20：20

３． 平成２７年度当初予算について
４． 業務歴と各種規程等の改正について

５

５． その他
【報告】
１． 平成２６年度第２回評議員会、第２回第３回理事会議事録について
２． 平成２６年度第１次補正予算の流用について
３． 福祉避難所の開設及び運営に関する協定の締結について
４． 職員関連事項について
５． 施設運営・事業実施状況について
６． 新年度 第１回評議員会・第１回理事会の開催時期について
７． その他

Ⅳ．監事監査の実施
◇平成２６年度決算にかかる監事監査
実施日

平成２７年５月１４日（木）

場 所

チャレンジサポートたかはま

対 象

平成２６年度会計執行状況、法人本部・社会福祉事業運営状況

監 事

鈴木眞一監事（運営担当）・山田裕昭監事（会計担当）

立会者

石川施設長、冨田事務長

結 果

別紙「監事監査結果報告書」のとおり
以 上

６

