
平成２９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」の応急仮設施設が平成３０年３月末日に完成し、児・者併設施設として５月中には

再開予定となり、併せて災害復旧建設工事を進めていました就労支援事業所「せきれい」と

児童通所支援事業所「のびっこらんど」は６月中に、また、「グループホーム富岡事業所」

は５月にそれぞれ完成、再開する予定となりました。 

さらに、「のびっこらんど原町」は災害復旧建設工事が完成し、平成３０年４月１日より

事業再開致します。また、地域の要望等により、田村市内に障害児通所支援事業所「のびっ

こらんど船引」、田村郡三春町に「のびっこらんど三春」を新設し、事業を開始致しました。 

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

成研修等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、人材確保、特に有資格者確保・職員の定着のため

の諸制度の活用を図りながら努力致しました。 

 

［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］ 

  障害児通所支援事業所  のびっこらんど双葉 

  障害児通所支援事業所  のびっこらんど悠悠 

  障害児通所支援事業所  のびっこらんど原町（平成３０年４月１日より再開） 

  障害児通所支援事業所  のびっこらんど広野 

  多機能型生活介護・就労継続支援Ｂ型事業所 せきれい 

  多機能型生活介護・就労継続支援Ｂ型事業所 ワークスペース いいたて 

 

１、理事会の開催 

（1）平成２９年６月６日 

○平成２８年度事業報告書（案）について 

○平成２８年度収入支出決算書（案）について 

監事監査報告 

○平成２９年度の賞与支給について 

○社会福祉法人福島県福祉事業協会役員の推薦について 

○法人評議員並びに役員等報酬に関する規程の改訂について 

○法人評議員等並びに評議員選任・解任委員の費用弁償に関する役員等報酬に関する 

規程の改訂について 

○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）平成２９年６月２１日 

○新任理事による理事長並びに業務執行理事の互選について 
（3）平成２９年８月１８日 

○基本財産処分について 

○固定資産（土地）の取得について 

○災害復旧事業に伴う造成・建設工事並びに「のびっこらんど三春」建設工事等指名 

業者の選定について 

①障害児通所支援事業所「のびっこらんど小高」（災害復旧） 
②障害児通所支援事業所「のびっこらんど」（災害復旧） 
③グループホーム富岡事業所（災害復旧） 
④障害者通所多機能型事業所「せきれい」（災害復旧） 
⑤応急仮設施設「東洋学園児童部」災害復旧工事に伴う再生可能エネルギー 
 （地中熱利用）工事 
⑥障害児通所支援事業所「のびっこらんど三春」 
⑦原町学園並びに原町学園アフターケアセンター解体工事 

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）平成２９年１０月２４日  

○平成２９年度収入支出第一次補正予算（案）について 

〇応急仮設施設「東洋学園児童部」外構工事業者の選定について 

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 
（5）平成３０年１月２９日  

○障害児通所事業開始について 

〇平成２９年度収入支出第二次補正予算（案）について 

〇資産の運用について 

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 

（6）平成２９年３月２８日 

○平成２９年度収入支出第三次補正予算（案）について 

○新設：障害者支援施設「東洋学園成人部」の事業開始について 

○「東洋学園成人部」並びに「のびっこらんど小高」の名称変更について 

○管理規程の改正について 

○平成３０年度事業計画（案）について 

○平成３０年度収入支出当初予算（案）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）平成２９年６月２０日 

○平成２９年度収入支出決算書（案）について 
監事監査報告 

〇社会福祉法人福島県福祉事業協会役員の選任について 

○法人評議員並びに役員等報酬に関する規程の改訂について 

○法人評議員等並びに評議員選任・解任委員の費用弁償に関する役員等報酬に関する 



規程の改訂について 
（2）平成２９年８月２９日 

○基本財産処分について 

（3）平成２９年１１月６日  

○平成２９年度収入支出第一次補正予算（案）について 

（4）平成３０年２月７日 

○平成２９年度収入支出第二次補正予算（案）について 

〇資産の運用について 

（5）平成３０年３月２８日 

○平成２９年度収入支出第三次補正予算（案）について 

○平成３０年度事業計画（案）について 

○平成３０年度収入支出当初予算（案）について 

 

３、監事会の開催 

  平成２９年５月１８日 

   ○平成２９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２９年４月２５日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２８年度収支決算状況について 

○その他 

（2）平成２９年５月２４日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年４月分収支状況について 

○その他 

（3）平成２９年６月２３日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年５月分収支状況について 

○その他 

（4）平成２９年７月２４日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年６月分収支状況について 

○その他 

（5）平成２９年８月２２日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年７月分収支状況について 

○その他 

（6）平成２９年９月２６日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年８月分収支状況について 

○その他 

（7）平成２９年１０月２６日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年９月分収支状況について 

○その他 

（8）平成２９年１１月２１日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年１０月分収支状況につい 



○その他 

（9）平成２９年１２月２１日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○平成２９年１１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２９年５月２４日 

    ○平成２８年度下期苦情解決処理状況報告 

    ○平成２８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２９年１０月３１日 

    ○平成２９年度上期苦情解決処理状況報告 

    ○平成２９年度上期苦情解決処理状況報告における質疑応答 

    〇１０月１日現在の事業所別苦情受付担当者・苦情解決責任者変更について 

    ○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 

         工事請負金額 １，７８２，０００，０００円 

         補助金額   １，２７７，１５６，０００円 

         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 

     ［のびっこらんど］ 

１）本体工事 

         建物構造   木造平屋建 

         延床面積   １６３．７３㎡ 

         請負業者   桂建設㈱ 

         工事請負額     ９１，８００，０００円 

         補助金額         ５７，２１９，０００円 

         工  期 平成２９年１０月１７日～平成３０年３月３０日  

 ［のびっこらんど小高］ 

１）本体工事 

         建物構造   木造平屋建 

         延床面積   １６３．７３㎡ 



         請負業者   関場建設㈱ 

         工事請負額  ７８，８４０，０００円 

         補助金額     ３７，８７０，０００円 

         工  期 平成２９年９月７日～平成３０年３月１５日 

［グループホーム富岡事業所］ 

１）本体工事 

         建物構造   管理棟：木造瓦葺平屋建 

                居住棟：木造瓦葺２階建（５棟） 

         延床面積   管理棟：１２７．５３㎡ 

居住棟：１８４．６４㎡（５棟） 

         請負業者   ㈱安藤・間 東北支店 

         工事請負額  ３４１，２８０，０００円 

         補助金額     １８３，４４５，０００円 

     工  期 平成２９年１１月２１日～平成３０年５月３１日 

２）造成工事 

         請負業者   ㈱安藤・間 東北支店 

         工事請負額   ３５，６４０，０００円 

     工  期 平成２９年１１月２１日～平成３０年５月３１日 

［せきれい］ 

１）本体工事 

         建物構造   木造平屋建 

         延床面積   ４５４．６２㎡ 

         請負業者   桂建設㈱ 

         工事請負額  １６５，６７２，０００円 

         補助金額     １１２，９０８，０００円 

     工  期 平成２９年１１月２２日～平成３０年６月３０日 

 

（２）事業所用の土地取得 

     ① いわき市四倉町東１丁目６８－２４、２６、２７      ２，１０５．０７㎡ 

           取得価格 ５８，５６３，６２０円 （せきれい建設用地） 

     ② 田村市船引町船引字屋頭清水 204 番、206 番、207-1 番、217-1 番 
字四斗蒔田 54-1 番         ５，０２９．８９㎡ 

取得価格 ３１，４６０，０００円 （グループホーム建設用地） 

     ③ 田村郡三春町高戸屋１９－２              ４９２２．９７㎡ 
取得価格 １５，０００，０００円 （のびっこらんど三春建設用地）

    

（３）施設・事業所用の建物取得・整備 

     ① のびっこらんど三春新設工事費 

・本体工事 

木造平屋建   延床面積   １６１.７８㎡ 

工事請負額  ６４，８００，０００円 

工  期   平成２９年９月８日～平成３０年１月３１日 

請負業者   ㈱渡伝組          

       ・造成工事 



         工事請負額  １３，２８４，０００円 

工  期   平成２９年５月１０日～平成２９年６月３０日 

請負業者   ㈱渡伝組   

  ② 原町共生授産園増築・改修工事費 

・本体工事 

         建物構造   鉄筋コンクリート造平屋建 

         増築床面積     ５５２.３８㎡ 

改修床面積   1，６０７.７１㎡ 

         請負業者   関場建設㈱ 

         工事請負額  ２７０，０００，０００円 

         工  期 平成２９年９月２７日～平成３０年９月３０日 

・設計・監理 

         請負額    １５，０００，０００円 

業者名    ㈱清水公夫研究所               

                               郡山市菜根三丁目１２番８号         

  （４）公用車整備関係 

    ① のびっこらんど愛愛 

      トヨタ ノア       ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      ２，４５０，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２９年７月 ６日 

    ② 相談支援田村事業所 

      トヨタ ピクサス       ６５０ＣＣ 定員 ４名  １台 

       購入経費総額        ９００，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２９年７月１２日 

③ のびっこらんど船引 

      マツダ ビアンテ     ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      １，４８４，５１０円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２９年７月 ９日 

 ④ のびっこらんど船引 

      マツダ ビアンテ     ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      １，４１０，０００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２９年８月 ９日 

⑤ グループホーム富岡事業所 

      トヨタ カローラフィールダー １，５００ＣＣ 定員 ５名  １台 

       購入経費総額      １，４６５，７００円 

       全額自己資金 

       納車日       平成２９年１０月３１日 

 ⑥ のびっこらんど三春 

      日産 セレナ       ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      １，７７０，０００円 



       全額自己資金 

       納車日       平成３０年２月１３日 

 ⑦ のびっこらんど三春 

      トヨタ ウィッシュ    １，８００ＣＣ 定員 ７名  １台 

       購入経費総額      １，２９０，０００円 

       全額自己資金 

    納車日       平成３０年２月１５日 

 ⑧ のびっこらんど 

      トヨタ エクスファイア  ２，０００ＣＣ 定員 ８名  １台 

       購入経費総額      ３，２２０，０００円 

       施設設備災害復旧国庫補助金 

       納車日       平成３０年３月２３日  

⑨ のびっこらんど小高 

      トヨタ ヴォクシー    ２，０００ＣＣ 定員 ７名  １台 

       購入経費総額      ２，８３１，８６２円 

       施設設備災害復旧国庫補助金 

   納車日       平成３０年３月２７日 

 

  （５）設備関係 

    Ⅰ．防災対策強化工事（平成２９年度福島県社会福祉施設等施設整備費補助金事業）     

      ①東洋学園成人部 

        工事内容  屋外用侵入感知システム設置（１７カ所） 

        事業総額  ２，４４０，８００円 

        補助金   １，８３０，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

              東京都渋谷区神宮前１丁目５番１号 

②東洋育成園 

        工事内容  屋外用侵入感知システム設置（２０カ所） 

        事業総額  ２，４５１，６００円 

        補助金   １，８３８，０００円 

        業者名   セコム㈱         

 ③多機能型事業所「田村」 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（４台） 

        事業総額  １，２０９，６００円 

        補助金     ９０７，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

④おおくま共生園 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（４台） 

        事業総額  １，１８８，０００円 

        補助金     ８９１，０００円 

  業者名   セコム㈱ 

⑤のびっこらんど田村 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（３台） 

        事業総額    ９５０，４００円 



        補助金     ７１２，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

⑥のびっこらんど美山 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（３台） 

        事業総額    ９３９，６００円 

        補助金     ７０４，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

⑦原町学園 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（１台） 

              入口門扉設置 

        事業総額  １，４７６，７９２円 

        補助金   １，１０７，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

              ㈱中里工務店 

⑧原町共生授産園 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（１台） 

        事業総額    ５８３，４１６円 

        補助金     ４３７，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

⑨ワークスペース・アシスト 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（１台） 

        事業総額    ５２８，４１６円 

        補助金     ３９６，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

⑩のびっこらんど愛愛 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（３台） 

        事業総額  １，０１３，３６４円 

        補助金     ７６０，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

⑪のびっこらんど相馬 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（３台） 

        事業総額    ９９２，３０４円 

        補助金     ７４４，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

⑫のびっこらんどキララ 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（１台） 

        事業総額    ５２８，２２８円 

        補助金     ３９６，０００円 

        業者名   セコム㈱ 

⑬グループホーム富岡事業所 

        工事内容  屋外監視カメラ設置（１３台） 

        事業総額  ４，８８１，６００円 

        補助金   ３，６６１，０００円 

        業者名   セコム㈱ 



 

７、負 債 関 係 

（1）借 入 

・東洋学園児童部建設資金借入   ５００，０００，０００円 

  あぶくま信用金庫（平成２９年４月１０日～平成２９年３月２５日） 

  借入利息    年利 ０．５％ 

支払元金         ４９，９９２，０００円 

支払利息           ２，４７４，５０３円 

残  金      ４５０，００８，０００円 

（2）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～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           ３，０８５，３５２円（年利 ０．７％） 

残  金     ４２９，２８０，０００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～平成３３年５月３１日） 

借入額 ５００，０００，０００円 

     支払元金       １０１，６４０，０００円 

支払利息           １，８４２，４６４円（年利 ０．５％） 

残  金      ３２２，１３０，０００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） 

借入額 ５００，０００，０００円 

     支払元金       １０１，６４０，０００円 

支払利息           ２，２２２，５６９円（年利 ０．５％） 

残  金      ３９８，３６０，０００円 

 

８、研修会の開催 

［協会内部］ 

○接遇研修（平成２８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 ９名  ４月１７日  

②新任職員１０名  ４月１８日 

○新任職員研修（平成２８年４月以降就職した職員対象 １６名） 

５月９日 

講師：協会施設長  

○新採用職員受入研修 

講師：株式会社日本マネジメント協会の講師 

① 中堅・一般職員３７名  １月３０日、２月２７日、３月１６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２９年度前期内部監査  平成２９年１０月１０日～１０月２０日 

    平成２９年度後期内部監査  平成３０年３月２日～３月９日 

    第１回マネジメントレビュー  平成２９年１０月２６日 

    ＪＱＡ更新審査   平成２９年１１月２９日～１２月１日 

 

以上 


