
平成３１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「障害者多

機能型事業所せきれい」（生活介護２０名・就労支援Ｂ型２０名、合計４０名）が、令和元

年５月１日に事業を再開致しました。また、「グループホーム浜事業所」が平成３１年４月

１日より、双葉郡広野町に２ケ所（利用者各６名）、いわき市四倉町に１ケ所（利用者６名）、

さらに令和２年４月１日よりいわき市四倉町に２ケ所目のグループホームを開設、事業を

開始いたしました。 

障害児通所支援事業所「のびっこらんど悠悠」がいわき市下高久へ移転、令和２年１月１

９日落成式を行い同年２月１日より事業を再開致しました。 

これにより、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復興事

業はすべて完了するにいたります。 

また、職員資質の向上と利用者支援のサービスの質の向上を図るため、法人主催の研修会

の開催や外部研修への積極的な参加等に努めてまいりました。 

法人の将来を見据えての人材確保、特に有資格者確保と現職員のさらなる職務への向上

心の高揚を図るため、職員への資格取得に向けた諸制度の活用と定着化の充実に努めてま

いりました。 

   

１、理事会の開催 

（1）令和元年５月３１日 

○平成３０年度事業報告について 

○平成３０年度収入支出決算書（案）について 

監事監査報告 

     ○障害児通所支援事業所「のびっこらんど悠悠」の建設工事並びに入札方法について 

    ○就労継続支援Ｂ型事業所「おおくま共生園」の公用車購入並びに入札方法について 

○就業規則の一部改正について 

○管理規程の一部改正について 

○職制及び職務権限規程の一部改正について 

○経理規程の一部改正について 

○平成３１年度賞与支給について 

○任期満了に伴う社会福祉法人福島県福祉事業協会役員の改選について 

○社会福祉法人福島県福祉事業協会評議員会の開催について 

（2）令和元年６月２５日 

○改選による理事長並びに業務執行理事の互選について 

（3）令和２年２月１３日 

 ○不動産の取得について 

       ○定款変更について 

〇社会福祉法人福島県福祉事業協会評議員会の開催について 



（4）令和２年３月１６日 

○平成３１年度収入支出第一次補正予算（案）について 

○令和２年度事業計画（案）について 

○令和２年度収入支出当初予算（案）について 

○就業規則の一部改正について 

○社会福祉法人福島県福祉事業協会評議員会の開催について 

 

２、評議員会の開催について 

（1）令和元年６月２４日 

○平成３０年度収入支出決算（案）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役員の選任について 

○平成３１年度の理事長及び業務執行理事の賞与について 
（2）令和２年２月２６日 

○不動産の取得について 

○定款変更について 

（3）令和２年３月３０日 

○平成３１年度収入支出第一次補正予算（案）について 

○令和２年度事業計画（案）について 

○令和２年度収入支出当初予算（案）について 

 

３、監事会の開催 

  令和元年５月２６日 

   ○平成３０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）令和元年６月２７日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和元年５月分収支状況について 

○その他 

（2）令和元年７月２５日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和元年６月分収支状況について 

○その他 

（3）令和元年８月２２日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和元年７月分収支状況について 

○その他 

（4）令和元年９月２４日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和元年８月分収支状況について 

○その他 

（5）令和元年１０月２５日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和元年９月分収支状況について 

○その他 

 



（6）令和元年１１月１９日  

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

○その他 

（7）令和元年１２月２５日  

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

○その他 

（8）令和２年１月２４日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和元年１２月分収支状況について 

○その他 

（9）令和２年３月１８日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和２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）令和元年６月１０日 

    ○平成３０年度下期苦情受付報告・事故是正兼予防処置報告並びに質疑応答 

    ○各事業所の苦情受付担当者・苦情解決責任者の変更について 

    ○その他 

 

６、固定資産及び設備等整備関係    

（１）施設・事業所用の土地・建物取得・整備 

① のびっこらんど悠悠新設工事費 

 住所 いわき市平下高久字川和久 18-1 

・本体工事 

         建物構造   木造平屋建 

         延床面積   １５９．７３㎡ 

         請負業者   ㈱田中 

         工事請負額  ７９，２００，０００円 

         工  期 令和元年６月１８日～令和元年１２月１６日 

・設計・監理 

         請負額    ６，８０４，０００円 

業者名    ㈱永山建築設計事務所  

     ② グループホーム浜事業所土地・建物取得、改修工事費 

    住所 いわき市四倉町字北向１番１０ 

    土地 （宅地）            ２０４．７６㎡ 

建物 （S６３．１新築）木造瓦葺２階建      

                  延床面積 １２０．８５㎡ 

・取得価格（土地、建物）    １２，５００，０００円 

・建物修繕費          １９，９３４，２００円 

  請負業者 桂建設㈱ 

  工  期 令和元年９月２６日～令和２年２月１４日 

・設計監理料           １，９８０，０００円 

  業者名    ㈱永山建築設計事務所              



  （２）公用車整備関係 

    ① せきれい 

      トヨタ ダイナ     ４，０００ＣＣ 定員 ３名  １台 

       購入経費総額     ２，０２１，７９２円 

       全額自己資金 

       納車日       令和元年７月２６日 

    ② 田村  

      トヨタ ノア      ２，０００ＣＣ 定員 ８名 １台 

       購入経費総額     １，６９０，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       令和元年８月２９日 

③ おおくま共生園 

      ダイハツ ハイゼットカーゴ  ６５０ＣＣ 定員 ４名 １台 

       購入経費総額      １，７２２，７７０円 

       福島県共同募金配分金  １，２３０，０００円 

       納車日       令和元年８月２９日 

 ④ 相談支援田村事業所 

      トヨタ パッソ      １，０００ＣＣ 定員 ５名 １台 

       購入経費総額      １，２４０，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       令和元年１１月６日 

⑤ 東洋学園成人部 

      トヨタ ハイエースワゴン ２，７００ＣＣ 定員 １０名  １台 

       購入経費総額      ３，２８７，６００円 

       全額自己資金 

       納車日       令和２年１月２２日 

 ⑥ 東洋育成園 

      トヨタ ノア       ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      １，７００，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       令和２年３月２６日 

 ⑦ 相談支援相馬事業所 

      日産 ノート       １，２００ＣＣ 定員 ５名  １台 

       購入経費総額      １，４４０，０００円 

       全額自己資金 

    納車日       令和２年３月３１日 

 

７、負 債 関 係 

（1）償 還 

    ・あぶくま更生園建設資金借入 

東邦銀行（平成２７年５月２７日～令和１７年５月２５日） 

   借入額 ５００，０００，０００円 

支払元金       ２４，９６０，０００円 

支払利息           １，９５９，３７６円（年利 ０．５％） 



残  金     ３７９，３６０，０００円 

・東洋学園成人部、東洋育成園建設資金借入    

  みずほ銀行（平成２８年６月１４日～令和 ３年５月３１日） 

借入額 ５００，０００，０００円 

     支払元金       １０１，６４０，０００円 

支払利息             ８４１，１６８円（年利 ０．５％） 

残  金      １１８，８５０，０００円 

・東洋学園児童部建設資金借入        

  みずほ銀行（平成２９年３月１３日～令和 ４年２月２８日） 

借入額 ５００，０００，０００円 

     支払元金       １０１，６４０，０００円 

支払利息           １，２２７，５４０円（年利 ０．５％） 

残  金      １９５，０８０，０００円 

・東洋学園児童部建設資金借入       

  あぶくま信用金庫（平成２９年４月１０日～令和 ９年３月２５日） 

借入額 ５００，０００，０００円 

     支払元金        ４９，９９２，０００円 

支払利息           １，８６９，８４４円（年利 ０．５％） 

残  金      ３５０，０２４，０００円 

 

８、研修会の開催 

［協会内部］ 

○接遇研修（平成３０年５月以降就職した職員対象） 

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１３名  ４月１７日  

②新任職員１２名  ４月１８日  

○新任職員研修（平成３０年４月以降就職した職員対象 ２８名） 

講師：協会施設長  

５月１４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等更新研修会、自閉症支援トレーニングセミナー、 

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 

    令和元年度前期内部監査  令和元年１０月 １日～１０月 ７日 

    令和元年度後期内部監査  令和２年 ３月 ２日～ ３月 ９日 

    第１回マネジメントレビュー  令和元年１０月２５日 

    ＪＱＡ更新審査   令和元年１１月２０日～１１月２２日 

 

以上 


