令和２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事故からの復興復旧事業もほぼ完
了しました。令和２年度は、法人の将来へ向けて、運営基盤の強化を図るとともに、提供す
る福祉サービスの質の向上及び分野を超えた多様な取り組みを地域との連携を図りながら
積極的に支援する事業の展開を図ってまいりました。
また、利用者の支援サービスについて、利用者・保護者等の要望等に応えられる質の高い
サービスの充足が当法人の経営の重要事項であるために、人材の確保・定着、更なる職員教
育の充実・専門資格取得等への向上心の高揚等に努めてまいりました。特に人材確保が困難
な現状から、広域からの職員確保を図るため、職員寮用としていわき市内に共同住宅を取得
いたしました。さらに、学生を対象とした「就職セミナー・施設見学会」を定期的に開催し、
必要な人材の確保に努めました。
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。
１、理事会の開催
（1）令和２年６月１１日
○平成３１年度事業報告について
○平成３１年度収入支出決算書（案）について
監事監査報告
○令和２年度賞与支給について
○事務局長の選任にについて
○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２年１２月２２日
○令和２年度収入支出第一次補正予算（案）について
〇障害者支援施設「あぶくま更生園」マイクロバス更新並びに入札方法について
〇障害福祉サービス事業所等の運営及び災害時における広域避難地の取得に係る
競売の入札参加について
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
〇社会福祉法人福島県福祉事業協会役員候補者の推薦について
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）令和３年３月２２日
○令和２年度収入支出第二次補正予算（案）について
○令和３年度事業計画（案）について
○令和３年度収入支出当初予算（案）について
○臨時職員雇用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、評議員会の開催について
（1）令和２年６月２４日
○平成３１年度収入支出決算（案）について
○令和２年度の理事長及び業務執行理事の賞与について
（2）令和３年１月１８日
○令和２年度収入支出第一次補正予算（案）について
○社会福祉法人福島県福祉事業協会役員の選任について
（3）令和３年３月３０日
○令和２年度収入支出第二次補正予算（案）について
○令和３年度事業計画（案）について
○令和３年度収入支出当初予算（案）について
３、監事会の開催
令和２年５月１３日(相馬方部)
令和２年５月１８日(いわき方部)
令和２年５月１９日(田村方部)
○平成３１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２年５月２１日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（2）令和２年６月１８日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（3）令和２年７月２１日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（4）令和２年８月２５日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（5）令和２年９月２４日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（6）令和２年１０月２２日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他
（7）令和２年１１月２０日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他

○令和２年４月分収支状況について

○令和２年５月分収支状況について

○令和２年６月分収支状況について

○令和２年７月分収支状況について

○令和２年８月分収支状況について

○令和２年９月分収支状況について

○令和２年１０月分収支状況について

（8）令和３年３月２５日
○各施設・事業所からの報告事項について
○その他

○令和３年２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）令和２年６月２３日
○平成３１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 コーポ泰新自由ヶ丘寮土地建物取得
住所
いわき市自由ヶ丘６４番４
建物構造
木造ストレート葺２階建
延床面積
１９８．５８㎡
（１階９９．２９㎡、２階９９．２９㎡）
敷地面積
３３１．２５㎡
取得費
１８，０００，０００円（土地）
１１，０００，０００円（建物）
２９，０００，０００円（土地建物計）
コーポ泰新自由ヶ丘寮土地取得（駐車場）
住所
いわき市自由ヶ丘６４番９
敷地面積
８４．００㎡
取得費
２，５００，０００円（土地）
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 いわき市四倉町字上仁井田字穴狐原３番２９
土地 （宅地）
１７２．２７㎡
建物 木造合金メッキ鋼板ぶき２階建
延床面積
９９．３６㎡
・取得価格（土地、建物）
２５，５９５，０００円
住所 いわき市四倉町字上仁井田字穴狐原３番３０
土地 （宅地）
１７０．４１㎡
建物 木造合金メッキ鋼板ぶき２階建
延床面積
９９．３６㎡
・取得価格（土地、建物）
２５，５０５，０００円
・建物改修費
４，６３１，０００円
・外構工事費
２，９７０，０００円
請負業者 桂建設株式会社
工
期 令和２年１０月２６日～令和２年１１月２７日

③

・設計監理料
５４６，７００円
業者名
㈱永山建築設計事務所
就労支援Ｂ型事業所「おおくま共生園」ドライクリーニング整備事業
住所 田村市船引町北鹿又字沼ノ下１５０－９７
延床面積 １７５．３４㎡
・整備費用
建物改修費
２３，０２５，６９８円
クリーニング機器(寄贈分)
５００，０００円
エアコン設置工事費
３，０９８，１５３円
機器設置工事費
５，４１３，３２０円
屋外舗装工事費
１，９５７，１４９円
計
３３，９９４，３２０円
・事業開始日
令和２年１２月２５日

（２）公用車整備関係
① 相談支援双葉事業所
トヨタ ムーブ
６５０ＣＣ 定員 ４名 １台
購入経費総額
１，１３０，０００円
全額自己資金
納車日
令和２年４月２３日
② せきれい
トヨタ ハイエースバン
２，７５０ＣＣ 定員１４名 １台
購入経費総額
３，５１９，８００円
全額自己資金
納車日
令和２年５月２５日
③ 原町共生授産園
トヨタ エスクァイア
１，９８０ＣＣ 定員 ８名 １台
購入経費総額
３，０００，０００円
全額自己資金
納車日
令和２年５月２７日
④ 東洋学園成人部
ダイハツ キャリィ
６５０ＣＣ 定員 ２名 １台
購入経費総額
１８３，３５３円
納車日
令和２年６月２５日
⑤ 本部
トヨタ エスクァイア
１，９８０ＣＣ 定員 ７名 １台
購入経費総額
３，５００，０００円
全額自己資金
納車日
令和２年６月３０日
⑥ のびっこらんど悠悠
トヨタ ノア
１，９８０ＣＣ 定員 ８名
１台
購入経費総額
３，４４０，０００円
全額自己資金

⑦

⑧

納車日
令和２年７月２２日
東洋学園児童部
トヨタ ヴォクシー
１，７９０ＣＣ 定員 ７名
購入経費総額
１，８４５，０００円
全額自己資金
納車日
令和３年２月２２日
あぶくま更生園
三菱 ローザ
２，９９０ＣＣ 定員２５名
購入経費総額
６，９０６，８００円
中央競馬馬主社会福祉財団助成金
１，４８０，０００円
自己資金
５，４２６，８００円
納車日
令和３年３月２５日

１台

１台

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
１，８２９，３５１円（年利 ０．５％）
残
金
３５４，４００，０００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
３１９，２５９円（年利 ０．５％）
残
金
１７，２１０，０００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
７００，４０８円（年利 ０．５％）
残
金
９３，４４０，０００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
１，６１５，０３５円（年利 ０．５％）
残
金
３００，０３２，０００円
８、研修会の開催
［協会内部］
○接遇研修（令和元年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１６名
６月２９日
②新任職員１８名
６月３０日
○新任職員研修（令和元年５月以降就職した職員対象 ３１名）
講師：協会施設長
６月２５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２年度前期内部監査
令和２年度後期内部監査
第１回マネジメントレビュー
第２回マネジメントレビュー
ＪＱＡ更新審査

令和２年１０月 １日～１０月 ８日
令和３年 ３月 １日～ ３月 ５日
令和２年１０月２３日
令和３年 ３月２９日
令和２年１１月２５日～１１月２７日
以上

