平成３０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」が、平成３０年５月１６日に竣工・落成式を行い、児童部４０名・成人部４０名、
合計８０名の児者併設施設として事業を再開致しました。また、平成３０年８月１日には障
害児通所支援事業所「のびっこらんど」が、いわき市久之浜に移転し事業を開始、同時に「の
びっこらんど悠悠」も事業を再開致しました。
さらに、事業再開が職員不足等により遅れておりましたが、「グループホーム浜事業所」
が平成３１年４月１日付、障害者多機能型事業所「せきれい」が令和元年５月１日付にてそ
れぞれ事業が開始される予定にいたりました。
また、平成３０年１０月２０日、２７日には、これまで当法人が避難先から継続して物心
両面に亘るご支援をいただいた諸団体・個人等をご招待して「復興感謝の集い」を開催し、
これまでの御支援に対して感謝の意を表しました。
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、利用者支援のサービスの質の向上にむけ、当法人主催の研修会の開催や外部研修へ
の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定着化を図るため諸制
度の充実に努めてまいりました。
［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
のびっこらんど広野
障害者多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）せきれい（令和元年５月１日付再開）
１、理事会の開催
（1）平成３０年６月６日
○平成２９年度事業報告について
○平成２９年度収入支出決算書（案）について
監事監査報告
○グループホームの設置について
○多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）の廃止について
○平成３０年度の賞与支給について
○管理規程の一部改正について

○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
○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３０年７月１８日
○「のびっこらんど」の移転及び「のびっこらんど悠悠」の事業再開について

○平成３０年度収入支出第一次補正予算（案）について
○グループホーム改修工事の業者選定について
○基本財産処分について
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
（3）平成３０年１１月２９日
○障害者多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）「せきれい」の事業再開に
ついて
○共同生活援助「（仮称）グループホーム浜事業所」の事業再開について
○平成３０年度収入支出第二次補正予算（案）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）平成３１年３月１８日
○平成３０年度収入支出第三次補正予算（案）について
○就業規則の一部改正について

○給与規程の一部改正について

○臨時職員雇用規程の一部改正について
○平成３１年度事業計画（案）について
○平成３１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
○業務執行理事の選定について
２、評議員会の開催について
（1）平成３０年６月２７日
○平成３０年度収入支出決算書（案）について
〇多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）の廃止について
○平成３０年度の理事長賞与について
（2）平成３０年７月３１日
○「のびっこらんど」の移転及び「のびっこらんど悠悠」の事業再開について
○平成３０年度収入支出第一次補正予算（案）について
○基本財産処分について
（3）平成３０年１２月６日
○障害者多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）「せきれい」の事業再開に
ついて
○共同生活援助「（仮称）グループホーム浜事業所」の事業再開について
○平成３０年度収入支出第二次補正予算（案）について
（4）平成３１年３月２８日
○平成３０年度収入支出第三次補正予算（案）について
○平成３１年度事業計画（案）について
○平成３１年度収入支出当初予算（案）について
３、監事会の開催
平成３０年５月２１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３０年６月２５日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（2）平成３０年７月１９日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（3）平成３０年８月２４日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（4）平成３０年９月２６日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（5）平成３０年１０月１０日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（6）平成３０年１１月２日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（7）平成３０年１２月２５日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他

○平成３０年５月分収支状況について

○平成３０年６月分収支状況について

○平成３０年７月分収支状況について

○平成３０年８月分収支状況について

○平成３０年９月分収支状況について

○平成３０年１０月分収支状況について

○平成３０年１１月分収支状況について

５、苦情解決委員会第三者委員会の開催
（1）平成３０年６月１日
○平成２９年度下期苦情解決処理状況報告
○平成２９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３０年１１月２０日
○平成３０年度上期苦情解決処理状況報告
○平成３０年度上期苦情解決処理状況報告における質疑応答
〇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
［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）施設・事業所用の土地・建物取得・整備
① グループホーム浜事業所新設工事費
ア. 双葉郡広野町下浅見川字広長８５の２
土地（宅地）
４１９．８７㎡
建物（S５６．９新築）木造瓦葺２階建
延床面積 １５８．９４㎡
・取得価格（土地、建物）
２５，０００，０００円
・建物修繕費
２０，４９０，５１１円
・設計監理料
１，６７４，０００円
計
４７，１６４，５１１円
イ．双葉郡広野町下北迫字東町１４２の１
土地（雑種地）
１，４８２㎡
建物（S６２．４新築）木造瓦葺２階建
延床面積 １５２．７７㎡
・賃貸
月額 １００，０００円
・建物修繕費
２１，１４３，４８９円
・設計監理料
１，６７４，０００円
計
２２，８１７，４８９円
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

③

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
「おおくま共生園」洗濯工場排水装置設置工事
請負業者
㈱大和田設備工業
工事請負額
１４，４７２，０００円
工
期
平成３０年２月２６日～平成３０年６月２０日

（３）公用車整備関係
① 東洋育成園
ホンダ ステップワゴン
２，０００ＣＣ 定員 ８名
１台
購入経費総額
１，４７０，５２０円
全額自己資金
納車日
平成３０年６月 ６日
② おおくま共生園
トヨタ ピクサス
６５８ＣＣ 定員 ２(４)名 １台
購入経費総額
９６８，０００円
全額自己資金
納車日
平成３０年６月１４日
③ のびっこらんど
トヨタ スペイド
１，５００ＣＣ 定員 ５名
１台
購入経費総額
８５９，７８８円
全額自己資金
納車日
平成３０年７月２６日
④ ワークスペース・アシスト
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
３，３０３，９６０円
全額自己資金
納車日
平成３０年８月１８日
⑤ 本部（せきれい公用車）
トヨタ ヴォクシー
１，８００ＣＣ 定員 ７名
１台
購入経費総額
１，９６０，０００円
施設設備災害復旧国庫補助金
納車日
平成３０年１２月２６日
⑥ 本部（せきれい公用車）
トヨタ ノア
１，８００ＣＣ 定員 ７名
１台
購入経費総額
２，０００，０００円
施設設備災害復旧国庫補助金
納車日
平成３０年１２月２６日
⑦ 田村
トヨタ ノア
２，０００ＣＣ 定員 ８名
１台
購入経費総額
１，４８０，０００円
全額自己資金

⑧

⑨

納車日
のびっこらんど田村
トヨタ ウィッシュ
購入経費総額
全額自己資金
納車日
東洋学園成人部
トヨタ シエンタ
購入経費総額
全額自己資金
納車日

平成３１年１月３１日
１，８００ＣＣ 定員
１，２３０，０００円

７名

１台

７名

１台

平成３１年２月１５日
１，５００ＣＣ 定員
２，３９７，１４８円
平成３１年２月２７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
２，６４０，３７８円（年利 ０．７％）
残
金
４０４，３２０，０００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
１，３３６，４６７円（年利 ０．５％）
残
金
２２０，４９０，０００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
１，７１６，５７３円（年利 ０．５％）
残
金
２９６，７２０，０００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
２，１１４，９５３円（年利 ０．５％）
残
金
４００，０１６，０００円
８、研修会の開催
［協会内部］
○接遇研修（平成２９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１５名
４月１９日

②新任職員１６名
４月２０日
○新評価制度研修
講師：みずほ総合研究所株式会社の講師
① １次評価者をはじめとするすべての評価職員４６名 ３月１９日、３月２０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３０年度前期内部監査
平成３０年度後期内部監査
第１回マネジメントレビュー
ＪＱＡ更新審査

平成３０年１０月１日～１０月９日
平成３１年３月４日～３月８日
平成３０年１１月２日
平成３０年１１月２０日～１１月２２日
以上

