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平成 26年度 『社会福祉法人昴会』事業報告書 

 

１．事業内容 

    平成 26年度も、障害者総合支援法の関わる以下の事業の運営を行った。 

（1）四季の郷 

  ①施設入所支援   定員 50名 

    主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言そ 

の他の必要な日常生活上の支援を行う事業。 

  ②生活介護     定員 55名 

    常時介護を要する者で、主として昼間において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、 

洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の

支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他身体機能又は生産能力の向上のための 

支援を行う事業。 

  ③短期入所     定員 10名 

    居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、施設等への短期間の入所を 

必要とする者に対し、入浴、排泄及び食事の介護その他の必要な支援を行う事業。 

  ④日中一時支援事業  浜松市と磐田市から事業受託 

    障がいのある人の日中における活動の場を確保することにより、 障がいのある人の家 

族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とした事 

業。 

（2）第一大山荘    定員 5名 

  ①共同生活援助（グループホーム） 

    地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生 

活を営むべき住宅において行われる相談その他の日常生活上の援助を行う事業。 

（3）第二大山荘・第三大山荘  第二大山荘 定員 6名 

第三大山荘 定員 6名 

  ①共同生活介護（グループホーム） 

    主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる、入浴、排泄及び食 

事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他 

関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の支援を行う事業。 

（4）細江あすなろ作業所 

  ①生活介護     定員 20名 

    常時介護を要する者で、主として昼間において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、 

洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の 

支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他身体機能又は生産能力の向上のための 

支援を行う事業。 

（5）大山ファーム 

  ①就労移行支援    定員 6名 

        一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探.  

し、就労後の職場定着のための事業。 

②就労継続支援事業Ｂ型   定員 22名 

    生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のため 

に必要な訓練その他必要な支援を行う事業。 

（6）すばる 

  ①特定相談支援（計画相談）事業 

    障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の他、必要な便宜を供与すると 
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共に、障害福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画書を作成し、一定期間こど 

にモニタリングを行う等の支援を行う事業。 

②浜松市委託障害者相談支援事業 

    支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者が障害福祉サービスを適切に利用するこ 

とができるよう障害者等の心身の状況、環境、利用に関する意向その他の事情を勘案し、 

サービス利用計画を作成するとともに、サービス提供事業者等と連絡調整その他の便宜を 

供与する事業。 

 

２．各事業の利用実績 

施設・事業名 
年間 

開所日数 

年間のべ 

利用者数 

1 日平均 

利用者数 
事業定員 備 考 

四季の郷 

施設入所支援 365日 17,762人 48.6人 50人  

生活介護 269日 13,771人 51.2人 55人 平均障害程度区分 5.0 

短期入所 365日 2,056人 5.6人 (併設)8人 空床型含み計 10人定員 

第一大山荘 365日 1,815人 5.0人 5 人  

第二大山荘・第三大山荘 365日 4,066人 11.1人 12 人  

細江あすなろ作業所 252日 4,136人 16.4人 20 人 平均障害程度区分 4.1 

大山ファーム 
就労移行支援 261日 264人 1.0人 6 人  

就労継続支援Ｂ型 261日 5,701人 21.8人 22 人  

事業所合計 49,571人    

  

３．法人評議員会・理事会の開催 

 今年度は、評議員会を 3回、理事会を 4回開催した。 

（評議員会開催記録） 

第１回 平成２６年５月２７日（火）14:00～15:00 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）2名 

（議案）１．平成 25年度事業報告書案 

２．平成 25年度収支決算書案の審議 

       ３．監事監査の認定について 

       ４．『就労継続支援Ｂ型（大山ファーム）の設備等整備積立金』開始の承認 

第２回 平成２６年９月２６日（金）14:00～14:45 於．四季の郷会議室 

（欠席者）3名 

（議案）１．平成 26年度第一次補正予算案の審議 

２．社会福祉法人昴会役員の任期満了に伴う新役員の選出について 

第３回 平成２７年３月２５日（水）14:00～15:00 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）3名 

（議案）１．平成 26年度補正予算案の審議 

２．平成 27年度事業計画案の審議 

３．平成 27年度収支予算案の審議 

４．諸規程の改訂について 

５．苦情解決第三者委員の選任について 

  

（理事会開催記録） 

第１回 平成２６年５月２７日（火）15:10～16:00 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）1名 

（議案）１．平成 25年度事業報告書案 
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２．平成 25年度収支決算書案の審議 

       ３．監事監査の認定について 

    ４．『就労継続支援Ｂ型（大山ファーム）の設備等整備積立金』開始の承認 

第２回 平成２６年９月２６日（金）14:50～16:30 於．四季の郷会議室 

（欠席者）1名 

（議案）１．平成 26年度第一次補正予算案の審議 

２．社会福祉法人昴会役員の任期満了に伴う新役員の選出について 

第３回 平成２６年１０月１日（水）14:00～14:30 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）なし 

（議案）１．理事長の選任について 

第４回 平成２７年３月２５日（水）15:10～16:00 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）なし 

（議案）１．平成 26年度補正予算案の審議 

２．平成 27年度事業計画案の審議 

３．平成 27年度収支予算案の審議 

４．諸規程の改訂について 

５．苦情解決第三者委員の選任について 

 

４．法人監事による内部監査の実施 

  平成２６年５月１６日（金）14:00、金井宏之理事長、袴田章彦四季の郷施設長、安富 恒 

四季の郷事務局長が同席し説明をして、伊藤秀俊、落合克能両監事による法人・生活介護四季 

の郷、施設入所支援四季の郷、グループホーム第一大山荘、グループホーム第二大山荘・第三

大山荘、短期入所四季の郷、細江あすなろ作業所、大山ファーム、障害者相談支援事業の平成

25年度事業及び会計等について、法人内部監査を実施した。なお、監査結果については、浜松

市長及び金井理事長に対して報告書が提出された。 

 

５．借入金の償還 

  「第二大山荘」・「第三大山荘」及び「大山ファーム」建設資金として独立行政法人福祉・医

療機構よりの借入金について、平成２６年度は以下のように償還を行った。   

  ＜第二大山荘・第三大山荘＞ 

           平成２６年９月１０日 利子   ２１４，２００ 円 

平成２７年３月１０日 元金 ３，５７０，０００ 円 

           平成２７年３月１０日 利子   ２１４，２００ 円 

              合    計     ３，９９８，４００ 円 

  ＜大山ファーム＞ 

           平成２６年４月１０日 元金   ２９８，０００  円 

                        以後毎月 10日計 11回   ３，２７８，０００ 円 

平成２６年４月１０日 利子    ４０，２６７ 円 

平成２６年５月１０日 利子    ３９，９８１ 円 

平成２６年６月１０日 利子    ３９，６９６ 円 

平成２６年７月１０日 利子    ３９，４１０ 円 

平成２６年８月１０日 利子    ３９，１２４ 円 

平成２６年９月１０日 利子    ３８，８３９ 円 

平成２６年１０月１０日 利子   ３８，５５３ 円 

平成２６年１１月１０日 利子   ３８，２６８ 円 

平成２６年１２月１０日 利子   ３７，９８２ 円 
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平成２７年１月１０日 利子    ３７，６９７ 円 

平成２７年２月１０日 利子    ３７，４１１ 円 

平成２７年３月１０日 利子    ３７，１２５ 円 

              合    計     ４，０４０，３５３ 円 

 

６．職員の状況 

   26年度中の職員の採用・退職状況については以下の通りである。 

新卒採用の 4名のうち 3名は四季の郷に単位取得の実習に来た学生であった。 

   ○採用者   新卒 <常勤> 男性 1名 女性 3名  

      中途 <常勤> 男性 1名  

   ○退職者   <常勤>  女性 1名 

          <非常勤> 女性 1名 


