
令和３年度 事業報告書 

 

社会福祉法人 福島県福祉事業協会 

 

 

社会福祉法人は、福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効率的かつ適正

に行うため、経営基盤の強化を図り福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保

を図らなければなりません。また、時代の変化とともに、福祉ニーズへの対応と地域に貢献

する体制が求められております。 

令和３年度は、いわき市内に障害児通所支援事業所「のびっこらんど泉」を開設、南相馬

市に「障害児通所支援事業所」「就労継続支援事業Ｂ型事業所」「障害者支援センター」の３

事業所を１ヵ所に集約した複合施設を整備、また、田村市に「田村地方基幹相談支援センタ

ー」を開設し、障がいを持つ児童から成人の方の要望等、総合的な支援サービスを提供する

事業の展開を図ってまいりました。 

また、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を図るため、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。特に有資格者確保が困難な現状から、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、利用者・地域に選ばれる社会福祉法人として、時

代に即応したサービスを実践できる法人づくりを継続的に努力致します。 

   

 

１、理事会の開催 

（1）令和３年６月１０日 

○令和２年度事業報告について 

○令和２年度収入支出決算書（案）について 

監事監査報告      

    〇就労継続支援Ｂ型事業所おおくま共生園「クリーニング機器等設備整備事業」の 

実施並びに入札方法について 

○障害児通所支援事業所「のびっこらんど泉」の整備並びに入札方法について 

○南相馬地区複合施設の建設工事並びに入札方法について 

○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 

○令和３年度収入支出第一次補正予算（案）について 

○令和３年度賞与支給について 

○任期満了に伴う評議員選任・解任委員会委員の選任について 

○任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

○任期満了に伴う役員候補者の推薦について 

○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３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３年１２月１４日 

○たむら地方児童発達支援センターの設置について 

〇多機能型事業所「田村」の移転について 

〇多機能型事業所「田村」等(日本財団ホーム)改修工事の実施及び 

指名業者の選定について 

〇相馬市障害者支援施設整備に係る造成工事の実施及び指名業者の 

選定について 

〇障害児通所支援事業所「のびっこらんど泉」の事業開始について 

〇令和３年度収入支出第二次補正予算（案）について 

〇定款の一部変更について 

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４年３月１６日 

○令和３年度収入支出第三次補正予算（案）について 

○相馬市障害者支援施設新築工事の実施及び指名業者の選定について 

○施設整備に伴う借入金について 

○法人評議員並びに役員等報酬に関する規程の一部改正について 

○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の支給に関する規程について 

○収益事業の廃止に伴う定款変更について 

〇多機能型事業所「せきれい」の生活介護サービスの廃止について 

○令和４年度事業計画（案）について 

○令和４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）令和３年６月２５日 

○令和２年度社会福祉法人福島県福祉事業協会事業報告及び収入支出決算（案）に 

ついて 

○令和３年度収入支出第一次補正予算（案）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選任について 

○令和３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１２月２１日 

○（仮称）たむら地方児童発達支援センターの設置について 

○多機能型事業所「田村」の移転について 

○多機能型事業所「田村」等(日本財団ホーム)改修工事の実施について 

○相馬市障害者支援施設整備に係る造成工事の実施について 

○障害児通所支援事業所「のびっこらんど泉」の事業開始について 

○令和３年度収入支出第二次補正予算（案）について 

○定款の一部変更について 

 

 



（3）令和４年３月２５日 

○令和３年度収入支出第三次補正予算（案）について 

○相馬市障害者支援施設新築工事の実施について 

○法人評議員並びに役員等報酬に関する規程の一部改正と評議員の報酬額改正に 

伴う定款変更について 

○収益事業の廃止等に伴う定款変更について 

○令和４年度事業計画（案）について 

○令和４年度収入支出当初予算（案）について 

 

３、監事会の開催 

  令和３年５月１７日(相馬方部)【塚野監事】 

令和３年５月１７日(田村方部)【木幡監事】 

令和３年５月１８日(いわき方部)【塚野監事】 

   ○令和２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３年４月２２日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年３月分収支状況について 

○その他 

（2）令和３年５月２５日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年４月分収支状況について 

○その他 

（3）令和３年６月２９日 

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年５月分収支状況について 

○その他 

（4）令和３年７月２９日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年６月分収支状況について 

○その他 

（5）令和３年８月２５日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年７月分収支状況について 

○その他 

（6）令和３年９月２４日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年８月分収支状況について 

○その他 

（7）令和３年１０月２６日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年９月分収支状況について 

○その他 

（8）令和３年１１月１９日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年１０月分収支状況について 

○その他 

（9）令和３年１２月２３日  

○各施設・事業所からの報告事項について ○令和３年１１月分収支状況について 



（10）令和４年２月１７日から延べ４日間 

○各施設・事業所の事業計画及び当初予算の理事長ヒアリング 

 

５、苦情解決委員会第三者委員会の開催 

（1）令和３年６月２８日 

    ○令和２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 障害者通所支援事業所「のびっこらんど泉」土地取得、新築工事費 

  住所     いわき市泉町滝尻字中ノ坪１５番２ 

  敷地面積   １，３１５．４３㎡ 

         建物構造   木造平屋建 

         延床面積   １５６．２６㎡ 

・土地取得費    ４９，１４１，７５０円                 

・新築工事費    ９５，３００，７００円 

  請負業者 桂建設株式会社 

  工  期 令和３年７月２７日～令和４年１月１７日 

・設計監理料     ３，９６０，０００円 

          業者名    株式会社永山建築設計事務所 

  

② 南相馬市複合施設新築工事費 

    住所     南相馬市原町区桜井町 1丁目 99 番地 

    敷地面積     ２，２７７㎡ 

建物  ①ワークスペース・アシスト＋相双障害者総合支援センター 

木造二階建   建物面積  ５５３，０３㎡ 

②のびっこらんど愛愛 

木造平屋建   建物面積   １５５，２６㎡       

・新築工事費   ３１３，５００，０００円 

  請負業者 株式会社中里工務店 

  工  期 令和３年７月５日～令和４年１月３１日 

・設計監理料    ２０，１３０，０００円 

     業者名    株式会社永山建築設計事務所 

 

     ③ 多機能型事業所「田村」等(日本財団ホーム)改修工事 

    住所 田村市船引町北鹿又字沼ノ下１２１番地１９０ 

    既存建物構造等  木造合金メッキ鋼板ぶき平家建  

床面積７４４．４６㎡ 

・建物改修費    ６８，２００，０００円 

  請負業者 桂建設株式会社 

  工  期 令和４年１月１２日～令和４年３月２１日 



・設計監理料     １，３２０，０００円 

  業者名    株式会社清水公男研究所  

   ３，０９８，１５３ 

④ 就労継続支援Ｂ型事業所「おおくま共生園」クリーニング機器設置工事 

    住所 田村市船引町北鹿又字沼ノ下１５０－９７        

        １．総事業費   ９，７４６，０００円 

              内訳  ①シーツロール機(ロールアイロナー)   

７，４４０，６１３円 

②サーモルーフ(排熱機構)           

 ２，３０５，３８７円        

           ２、助成額     ７，３０９，０００円 (公益財団法人ＪＫＡ 助成金) 

           ３、自己資金    ２，４３７，０００円 

        ４、請負業者   ワタキューセイモア株式会社   

 

  （２）公用車整備関係 

    ① グループホーム原町事業所 

      日産 ノート      １，１９０ＣＣ  定員５名 １台 

       購入経費総額       ９４０，０００円 (全額自己資金)        

       納車日       令和３年６月２８日 

    ② のびっこらんど泉  

      トヨタ シエンタ    １，４９０ＣＣ  定員７名 １台 

       購入経費総額     ２，６０８，２２０円 (全額自己資金)       

       納車日       令和４年１月２７日 

③ のびっこらんど泉 

      日産 セレナ      １，９９０ＣＣ  定員８名 １台 

       購入経費総額     ３，０８８，１２０円 (全額自己資金)     

       納車日       令和４年３月 ９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             １，７０４，５５３円（年利 ０．５％） 

残  金       ３２９，４４０，０００円 

・東洋健生園、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        １７，２１０，０００円 

支払利息               ３，７１１円（年利 ０．５％） 

残  金                         ０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         ９３，４４０，０００円 

支払利息             １９５，９３０円（年利 ０．５％） 

残  金                ０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           １，３６５，０７２円（年利 ０．５％） 

残  金      ２５０，０４０，０００円 

 

８、研修会の開催 

［協会内部］ 

○虐待防止初任者研修会 

（講師：株式会社エイデル研究所） 

  令和３年 ４月２１日 （会場：東洋育成園） 

○虐待防止研修会 

（講師：株式会社エイデル研究所） 

  令和３年１２月 ７日 （会場：東洋育成園） 

    〇メンタルヘルス基礎研修会 

（講師：労働者健康安全機構福島産業保健総合支援センター 

         メンタルヘルス対策推進員 茶谷穰治） 

令和３年 ８月２９日 （会場：東洋育成園）他延べ５日間 

    〇リスク管理研修会 

（講師：東北福祉大 総合福祉学部福祉行政学科 菅原好秀教授） 

 令和３年 ９月 ２日 （会場：原町学園） 

〇メンター制度研修会 

（講師：株式会社エイデル研究所） 

 令和４年 ３月１７日 （会場：東洋育成園） 

    ［外部研修］ 

児童福祉施設職員研修会、障がい者福祉施設職員研修会、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、強度行動障がい支援者養成研修会、 

てんかん基礎講座、福祉セミナー、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３年度前期内部監査  令和３年１０月 １日～１０月 ７日 

    令和３年度後期内部監査  令和４年 ３月 １日～ ３月１０日 

    第１回マネジメントレビュー  令和３年１０月２６日 

    第２回マネジメントレビュー  令和４年 ５月２６日 

    ＪＱＡ更新審査   令和３年１１月２４日～１１月２６日 

 

以上 


