
平成２８年度 事業報告書 

 

社会福祉法人 福島県福祉事業協会 

 

 

東日本大震災並びに東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故による避難施設「東洋学園

児童部」の応急仮設施設を平成２９年３月に建設工事着工すると共に、応急仮設施設障害者

支援施設「東洋学園成人部」・「東洋育成園」の建設完了によりそれぞれ事業を再開致しまし

た。 

また、就労支援事業所「せきれい」をいわき市内に、「のびっこらんど小高」を南相馬市

内に、「グループホーム富岡事業所」を田村市内に、それぞれ建築用地の確保を図り、復旧

建設に向けて推進致しました。 

また、施設・事業所の職員に対して、利用者支援の向上を図るために、接遇研修・人材育

成研修を協会主催で開催致しました。 

法人の将来を確固たるものにするため、有資格者確保のための諸制度の整備を図りなが

ら、魅力ある法人づくりを継続的に実行致します。 

 

［応急仮設住宅］ 

東洋学園児童部  応急仮設住宅   いわき市内郷宮町字峰根６５－１８９ 

ＧＨ富岡事業所  応急仮設住宅   田村市船引町文珠字洞１８１－２ 

 

  ［休業中の事業所］ 

  児童発達事業所  のびっこらんど双葉 

  児童発達事業所  のびっこらんど悠悠 

  児童発達事業所  のびっこらんど小高 

  児童発達事業所  のびっこらんど広野 

  就労支援事業所  多機能型事業所 せきれい 

  就労支援事業所  ワークスペース いいたて 

 

１、理事会の開催 

（1）平成２８年５月２５日 

○平成２７年度事業報告書（案）について 

○平成２７年度収入支出決算書（案）について 

監事監査報告 

○平成２８年度の賞与支給率について 

 

（2）平成２８年８月２５日 

○応急仮設施設「東洋学園児童部」造成工事指名業者の選定について 

○応急仮設施設「東洋学園児童部」災害復旧工事に伴う地中熱採熱調査業務について 

○三春町障害児通所支援事業所の整備について 

○障害児通所支援事業所「のびっこらんど双葉」再開のための土地取得について 
〇福祉型障害児入所施設「原町学園」スプリンクラーの設置工事及び施設内改修工事

について 



〇障害児通所支援事業所「のびっこらんど相馬」の移転及び「のびっこらんどキララ」 

の新築について 

〇障害者支援施設「原町共生授産園」利用者居室増改築工事について 

 

（3）平成２８年１１月３０日  

○不動産（土地）の取得について 

〇定款の変更について 

〇評議員選任・解任委員会の設置並びに委員会運営に関する規程について 

〇評議員選任・解任委員会委員の選任について 

〇応急仮設施設「東洋学園児童部」新築工事契約について 

 
（4）平成２９年１月２７日  

○財産処分について 

〇あぶくま更生園防犯対策強化整備工事について 

〇任期満了に伴う社会福祉法人福島県福祉事業協会評議員の選任同意について 
 

（5）平成２９年２月１３日  

○改選による理事長並びに副理事長の互選について 

〇社会福祉法人福島県福祉事業協会評議員候補者の推薦について 
 

（6）平成２９年３月２８日 

○応急仮設施設「グループホーム富岡事業所」建設用地並びに建物の取得について 

○平成２８年度収入支出第一次補正予算（案）について 

○定款細則について 

○経理規程の改正について 

○管理規程の改正について 

○職務権限規程の改正について 

○平成２９年度事業計画（案）について 

○平成２９年度収入支出当初予算（案）について 

○障害児通所事業 仮称「のびっこらんど船引」事業開始について 

 

２、評議員会の開催について 

（1）平成２８年５月２５日 

○平成２７年度事業報告書（案）について 

○平成２７年度収入支出決算書（案）について 

監事監査報告 

 

（2）平成２８年８月２５日 

○応急仮設施設「東洋学園児童部」造成工事指名業者の選定について 



○応急仮設施設「東洋学園児童部」災害復旧工事に伴う地中熱採熱調査業務について 

○三春町障害児通所支援事業所の整備について 

○障害児通所支援事業所「のびっこらんど双葉」再開のための土地取得について 

〇福祉型障害児入所施設「原町学園」スプリンクラーの設置工事及び施設内改修工事

について 

〇障害児通所支援事業所「のびっこらんど相馬」の移転及び「のびっこらんどキララ」 

の新築について 

〇障害者支援施設「原町共生授産園」利用者居室増改築工事について 

 

（3）平成２８年１１月３０日  

○不動産（土地）の取得について 

〇定款の変更について 

〇応急仮設施設「東洋学園児童部」新築工事契約について 

 

（4）平成２９年１月２７日 

○財産処分について 

〇あぶくま更生園防犯対策強化整備工事について 

〇任期満了に伴う社会福祉法人福島県福祉事業協会理事・監事の改選について 

 

（5）平成２９年３月２８日 

○応急仮設施設「グループホーム富岡事業所」建設用地並びに建物の取得について 

○平成２８年度収入支出第一次補正予算（案）について 

○定款細則について 

○経理規程の改正について 

○管理規程の改正について 

○職務権限規程の改正について 

○平成２９年度事業計画（案）について 

○平成２９年度収入支出当初予算（案）について 

○障害児通所事業 仮称「のびっこらんど船引」事業開始について 

 

３、監事会の開催 

  平成２８年５月１１日 

   ○平成２７年度の協会及び各施設事業執行状況や収入支出決算について 

   ○理事の業務執行状況及び協会の財産状況について 

 

４、施設長・所長会議開催 

（1）平成２８年５月２６日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年４月分収支状況について 

○その他 

 



（2）平成２８年６月２１日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年５月分収支状況について 

○その他 

（3）平成２８年７月１９日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年６月分収支状況について 

○その他 

（4）平成２８年８月２９日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年７月分収支状況について 

○その他 

（5）平成２８年９月２６日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年８月分収支状況について 

○その他 

（6）平成２８年１０月２４日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年９月分収支状況について 

○その他 

（7）平成２８年１１月２１日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年１０月分収支状況について 

○その他 

（8）平成２８年１２月２０日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年１１月分収支状況につい 

○その他 

（9）平成２９年３月２４日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年２月分収支状況について 

○その他 

 

５、苦情解決委員会第三者委員会の開催 

（1）平成２８年５月１６日 

    ○平成２７年度下期苦情解決処理状況報告 

    ○平成２７年度下期苦情解決処理状況報告における質疑応答 

    ○各事業所の苦情受付担当者・苦情解決責任者名簿の変更について 

    ○その他 

（2）平成２８年１０月２４日 

    ○平成２８年度上期苦情解決処理状況報告 

    ○平成２８年度上期苦情解決処理状況報告における質疑応答 

    ○その他 

 

６、固定資産及び設備等整備関係 

（1）応急仮設施設関係 

     ［東洋学園成人部］ 

１）本体工事 

         建物構造   木造平屋 

         延床面積   ２，４４３．１４㎡ 

請負業者   ㈱安藤・間 東北支店 

         工事請負金額 １，０３８，７４９，４００円 



         補助金額     ６００，３６０，０００円 

         工  期   平成２７年６月８日～平成２８年６月３０日 

     ［東洋育成園］ 

１）本体工事 

         建物構造   木造平屋建 

         延床面積   ２，２８８.０４㎡ 

         請負業者 鹿島建設㈱東北支店 

         工事請負額 １，２４０，９２０，０００円 

         補助金額       ９２８，８０５，０００円 

         工  期 平成２７年１０月１日～平成２８年１０月３１日 

［東洋学園児童部］ 

１）本体工事 

         建物構造   木造平屋建 

         延床面積   ３，６４３.４８㎡ 

         請負業者 鹿島建設㈱東北支店 

         工事請負額 １，７８２，０００，０００円 

         補助金額   査定額の３分の２ 

         工  期 平成２９年３月７日～平成３０年３月３０日 

２）造成工事 

         請負業者 鹿島建設㈱東北支店 

         工事請負額   １６１，５６８，０００円 

         工  期 平成２８年９月１２日～平成２９年１月２０日 

３）設計・監理 

         業者名   ㈱永山建築設計事務所・㈱シーラカンス 
                       アンドアソシエイツ設計共同企業体 
               いわき市内郷御台境町鶴巻７５－７ 

         請負額      ６３，９３６，０００円（税込） 

 

（２）事業所用の土地取得 

     ① いわき市久之浜町字久之浜南町３２～３６番地    １，２４６．８㎡ 

           取得価格 ２８，６８０，４００円 （のびっこらんど建設用地） 

     ② 南相馬市原町区上北高平字高松２０４番１、３     １，３１７㎡ 

           取得価格 １９，１３９，０００円 （のびっこらんど小高建設用地） 

     ③ 田村市船引町船引字下扇田２３９番１、４、５，６   ５，０２９．８９㎡ 
取得価格 ２０，６７３，７００円 （グループホーム建設用地）

    

（３）施設・事業所用の建物取得・整備 

     ① 原町学園施設内改修工事 

相馬市赤木字松ヶ沢１６０－４（旧相馬ユートピア） 

工事総計  ２１６，０００，０００円 

       工期  平成２８年１２月１日～平成２９年７月３１日 

業者名  ㈱中里工務店 

            南相馬市小高区大井字深町４８ 

     ② 原町学園スプリンクラー設置工事 

工事総計   ８６，５０８，０００円 



       補助金：福島県自立支援対策臨時特例基金  ３７，６０２，０００円 

       工期  平成２８年１２月１日～平成２９年７月３１日 

業者名  第一温調工業㈱ 

            福島市鎌田字卸町１５番地１ 

     ③ のびっこらんどキララ新設工事費 

       一階建て   床面積   １６８．９５㎡ 

       工事総計   ５４，０００，０００円 

       工期  平成２８年１２月１日～平成２９年４月２８日 

業者名  ㈱中里工務店 

            南相馬市小高区大井字深町４８ 

     ④ 倉庫 

田村市船引町船引字下扇田２３９番４ 
構造・面積 事務所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建  ２０３．７１㎡ 

      倉 庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １６６．５３㎡ 

取得価格  ４，３２６，３００円 

       取得年月日 平成２９年３月２８日 

売払元   田村市 

 

  （４）公用車整備関係 

    ① のびっこらんどキララ 

      日産 セレナ       １，９９０ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      １，８００，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２８年４月１５日 

    ② 多機能型事業所 田村 

      トヨタ ヴォクシー    ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額        ６４８，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２８年３月１７日 

③ 田村事務センター 

      日産 エクストレイル   ２，０００ＣＣ 定員 ５名  １台 

       購入経費総額      １，２８７，３３６円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２７年５月１８日 

    ④ 原町学園 

      トヨタ オーリス     １，４９０ＣＣ 定員 ５名  １台 

       購入経費総額      ２，２９０，０００円 

       補助金先・金額     １，４１２，６８０円 

                   福島県共同募金会経由 東京ﾓｰﾀｰｼｮ-2015 ﾁｬﾘﾃｨｰ 

       自己資金                    ８７７，３２０円 

       納車日       平成２８年９月１０日 

⑤ のびっこらんど相馬 

      トヨタ ノア       １，９８０ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      １，４４０，０００円 



       全額自己資金 

       納車日       平成２８年８月３１日 

    ⑥ あぶくま更生園 

      マツダ ビアンテ     ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      ３，３７５，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２８年９月１５日 

⑦ グループホーム原町事業所 

      トヨタ ハイエースワゴン ２，６９０ＣＣ 定員１０名  １台 

       購入経費総額      ２，４００，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２８年１２月２日 

    ⑧ おおくま共生園 

      日立 ミニローダー      ２１１ＣＣ 定員 １名  １台 

       購入経費総額       ９６１，２００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２９年２月６日 

 

  （５）設備関係 

    ① 原町共生授産園 

       事業名     居室エアコン更新工事 

       事業総額    １２，９６０，０００円 

       全額自己資金 

       工期  平成２８年４月１日～４月２１日 

       業者名  第一温調工業㈱ 

            福島市鎌田字卸町１５番地１ 

② 東洋学園成人部 

       事業名     旗竿工事 

       事業総額     １，０８０，０００円 

       全額東洋学園親の会寄付 

       工期  平成２８年６月１５日～７月１０日 

       業者名  ㈱安藤・間 東北支店 

        仙台市青葉区片平１丁目２番３２号 

③ おおくま共生園 

       事業名     作業棟拡張工事 

       事業総額     ４，４８１，１９３円 

       全額自己資金 

       工期  平成２７年６月１２日～６月１６日 

       業者名  ㈱中里工務店 

            南相馬市小高区大井字深町４８ 

④ 原町共生授産園 

       事業名     花卉作業棟改修工事 

       事業総額     ３，８０１，６００円 

       全額自己資金 



       工期  平成２８年５月１７日～６月２４日 

       業者名  関場建設㈱ 

            南相馬市原町区錦町１の１ 

⑤ のびっこらんど美山 

       事業名     屋外プール設置工事 

       事業総額    １５，９０８，４００円 

       全額自己資金 

       工期  平成２８年７月８日～７月３１日 

       業者名  ㈱中里工務店 

            南相馬市小高区大井字深町４８ 

⑥ あぶくま更生園 

       事業名     防犯対策強化整備工事 

       事業総額    ２，８０８，０００円 

       全額自己資金 

       工期  平成２９年３月１０日～３月２７日 

       業者名  セコム㈱ 

            東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 

 

７、負 債 関 係 

（1）借 入 

・東洋学園成人部、東洋育成園建設資金借入 ５００，０００，０００円 

  みずほ銀行（平成２８年６月１４日～平成３３年５月３１日） 

  借入利息    年利 ０．５％ 

支払元金         ７３，２３０，０００円 

支払利息           ２，０２８，９８５円 

残  金      ４５４，２４０，０００円 

・東洋学園児童部建設資金借入 ５００，０００，０００円 

  みずほ銀行（平成２９年３月１３日～平成３４年２月２８日） 

  借入利息    年利 ０．５％ 

支払元金         ２０，８００，０００円 

支払利息          ３， ３２１，９１６円 

残  金      ５００，０００，０００円 

 

（2）償 還 

    ・東洋育成園、おおくま共生園 

あぶくま信用金庫（平成２１年１月～平成３０年１２月） 

借入額 ８５，０００，０００円 

支払元金       ２３，２３０，０００円 

支払利息                 ２６，２８３円（年利 １．４２０％） 

残  金                         ０円 ※期日前全額償還 

・多機能型事業所、障害児通所支援事業所 

あぶくま信用金庫（平成２２年３月～平成３２年３月） 

借入額 １００，０００，０００円 

       



   支払元金      ３９，９５２，０００円 

支払利息            ４８，０６６円（年利 １．４９５％） 

    残  金                        ０円 ※期日前全額償還 

・ あぶくま更生園 

あぶくま信用金庫（平成２６年４月～平成４１年４月） 

借入額 １００，０００，０００円 

         支払元金      ８７，２１２，０００円 

支払利息                 ０円 

    残  金                        ０円 ※期日前全額償還 

・ あぶくま更生園 

東邦銀行（平成２７年５月２７日～平成４７年５月２５日） 

   借入額 ５００，０００，０００円 

支払元金       ２４，９６０，０００円 

支払利息           ３，２５９，９７４円（年利 ０．７％） 

残  金     ４５４，２４０，０００円 

 

８、研修会の開催 

［協会内部］ 

○職員接遇研修 

講師：キャプラン株式会社Ｊプレゼンスアカデミー事業本部の講師 

①新任職員２０名  ４月２６日、２７日  

②幹部職員２６名  ５月１６日、１７日 

○新任職員研修（平成２７年４月以降就職した職員対象 ２２名） 

講師：協会施設長  

４月１２日 

○人事考課制度研修 

講師：株式会社日本マネジメント協会の講師 

① 幹部職員３０名  6 月 29 日・30 日、9月 7日・8日、12 月 6 日・７日 

② 中堅・一般職員１２９名       7 月 4 日～7日、10 月 3 日～6日 

              1 月 11 日・12 日、1月 17 日・18 日 

［外部研修］ 

社会福祉施設長研修会、県知的障害合同研修会、社会福祉施設栄養士研修会 

    県サービス管理責任者研修、セミナー、集団給食研究会 

障害者施設職員研究協議会、感染予防研修会 

    その他専門的外部研修に参加しております。 

 

 ９、ＩＳＯ事業 

    平成２８年度前期内部監査   平成 28 年 9 月 12 日～9月 20 日 

    平成２８年度後期内部監査   平成 29 年 3 月 6 日～3月 10 日 

    第１回マネジメントレビュー   平成 28 年 10 月 24 日 

    第２回マネジメントレビュー   平成 29 年 3 月 20 日 

    ＪＱＣ更新審査          平成 28 年 11 月 29 日～12 月 1 日 


