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平成 28年度 『社会福祉法人昴会』事業報告書 

 

１．平成 28年度重点課題に対して 

  平成 28年度事業計画書にて、法人の重点課題として以下の 3点を掲げた。 

 （1）法人内に『虐待防止委員会』を設置します。 

  （2）新事業所の円滑な立ち上げと安定的な運営を目指します。 

  （3）改正社会福祉法に沿った法人体制の整備を行います。 

  以下、重点課題それぞれについて振り返りを行う。 

 （1）法人内に『虐待防止委員会』を設置します。 

    虐待防止委員長 1 名の加え、四季の郷、第一・第二・第三大山荘、細江あすなろ作業所、

大山ファームの現場職員から各 1 名ずつ虐待防止委員を任命し、28 年度は 7 回の委員会

を実施した。 

    まず平成 28 年 4 月に厚労省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が作成した『障害

者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き』の確認から委員会をスタートし、

手引きに掲載されている『職員セルフチェックリスト』を使用し、各事業所でのセルフチ

ェックの実施を促すと共に、集計後の考察や改善に向けた提言等を行ってきた。これらの

取り組みにより、各事業所で虐待防止に関わる意識の向上が見られた。 

    この虐待防止委員会については、29 年度も継続していく予定である。 

 （2）新事業所の円滑な立ち上げと安定的な運営を目指します。 

    西丘町就労支援施設『アグリッシュ西丘』は平成 29 年 4 月 1 日付で浜松市より指定を

受け、同日に開所することができた。新事業所立ち上げの計画が始まって以来西丘町自治

会長の理解と協力を得られたこともあり、特に地域住民からの苦情等も見られず円滑に建

設がなされた。また、大山町内に畑も借りることができ、今後も地域住民や地域の農家と

理解と協働での事業所運営を進めていきたい。 

 （3）改正社会福祉法に沿った法人体制の整備を行います。 

    浜松市の指導の元、定款改訂や評議員選任・解任委員会の設置、同委員会での評議員の

選任等、平成 29 年度からの透明性を持った公正な運営を行うための体制整備を行った。 

 

２．事業内容 

    平成 28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（併設型 8名・空床型 2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。 
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（2）第一大山荘    定員 5名 

  ①共同生活援助（外部サービス利用型グループホーム） 

    地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、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（介護サービス包括型グループホーム） 

    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 

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、一定期間ごと 

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。 

 

３．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 17,664人 48.4人 50人  

生活介護 269日 13,520人 50.3人 55人 平均障害支援区分 5.1 

短期入所 365日 1,281人 3.5人 10人  

第一大山荘 365日 1,477人 4.1人 5 人  

第二大山荘・第三大山荘 365日 4,289人 11.8人 12 人  

細江あすなろ作業所 255日 4,236人 16.7人 20 人 平均障害支援区分 4.4 

大山ファーム 
就労移行支援 261日 76人 0.3人 6 人 就労アセスメント含む 

就労継続支援Ｂ型 261日 5,963人 22.9人 22 人  

事業所合計 Hb 48,506人    
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４．法人評議員会・理事会の開催 

 今年度は、評議員会を 4回、理事会を 9回開催した。 

（評議員会開催記録） 

第１回 平成２８年５月２７日（金）14:00～15:00 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）2名 

（議案）１．平成 27年度事業報告書案の審議 

２．平成 27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）の設備等整備積立と工賃変動積立の実施 

の承認 

       ５．四季の郷職員就業規則の改訂について 

第２回 平成２８年９月２３日（金）14:00～14:45 於．四季の郷会議室 

（欠席者）4名 

（議案）１．平成 28年度第一次補正予算案の審議 

２．社会福祉法人昴会経理規程の改訂について 

３．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２９年１月１９日（木）13:00～14:00 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）なし 

（議案）１．社会福祉法人昴会定款の改訂について 

    ２．社会福祉法人昴会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 

    ３．社会福祉法人昴会評議員選任・解任委員の選任について 

    ４．西丘町新事業用地の追加認定について 

 第４回 平成２９年３月２４日（金）14:00～15:10 於．四季の郷会議室 

            （欠席者）2名 

   （議案）１．社会福祉法人昴会経理規程の改訂について 

       ２．就労継続支援Ｂ型（大山ファーム）の工賃変動積立の実施の承認 

       ３．平成 28年度補正予算案等の審議 

       ４．社会福祉法人昴会定款細則案の審議 

５．平成 29年度事業計画案の審議 

６．平成 29年度収支予算案の審議 

７．社会福祉法人昴会評議員の選任について 

８．社会福祉法人昴会理事・監事の任期について 

９．社会福祉法人昴会職員就業規則の改訂について 

10．アグリッシュ西丘職員就業規則の制定について 

  

（理事会開催記録） 

第１回 平成２８年５月２７日（金）15:10～16:00 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）1名 

（議案）１．平成 27年度事業報告書案の審議 

２．平成 27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）の設備等整備積立と工賃変動積立の実施 

の承認 

       ５．四季の郷職員就業規則の改訂について 

第２回 平成２８年８月２４日（水）15:00～15:40 於．四季の郷会議室 
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（欠席者）なし 

（議案）１．西丘町新事業所の建築請負業者の選定方法と指名業者について 

第３回 平成２８年９月２３日（金）14:50～16:20 於．四季の郷会議室 

   （欠席者）2名 

（議案）１．平成 28年度第一次補正予算案の審議 

２．社会福祉法人昴会経理規程の改訂について 

３．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４回 平成２８年９月３０日（金）14:00～14:30 於．四季の郷会議室 

（欠席者）なし 

（議案）１．社会福祉法人昴会理事長の選任について 

第５回 平成２８年１０月１９日（水）14:00～14:30 於．四季の郷会議室 

（欠席者）なし 

（議案）１．西丘町新事業所建築業者との工事請負契約の実施について 

第６回 平成２９年１月１９日（木）14:00～15:10 於．四季の郷会議室 

（欠席者）なし 

（議案）１．社会福祉法人昴会定款の改訂について 

    ２．社会福祉法人昴会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について 

    ３．社会福祉法人昴会評議員選任・解任委員の選任について 

    ４．西丘町新事業用地の追加認定について 

第７回 平成２９年３月１４日（火）14:00～15:00 於．四季の郷会議室 

（欠席者）なし 

（議案）１．社会福祉法人昴会評議員候補の選出について 

第８回 平成２９年３月２４日（金）15:30～16:10 於．四季の郷会議室 

（欠席者）なし 

（議案）１．社会福祉法人昴会経理規程の改訂について 

       ２．就労継続支援Ｂ型（大山ファーム）の工賃変動積立の実施の承認 

       ３．平成 28年度補正予算案等の審議 

       ４．社会福祉法人昴会定款細則案の審議 

５．平成 29年度事業計画案の審議 

６．平成 29年度収支予算案の審議 

７．社会福祉法人昴会評議員の選任について 

８．社会福祉法人昴会理事・監事の任期について 

９．社会福祉法人昴会職員就業規則の改訂について 

10．アグリッシュ西丘職員就業規則の制定について 

第９回 平成２９年３月２４日（金）16:15～16:40 於．四季の郷会議室 

（欠席者）なし 

（議案）１．社会福祉法人昴会理事長の選任について 

 

５．法人評議員選任・解任委員会の開催 

  社会福祉法改正に伴う法人運営体制の変更により、初めての評議員選任・解任委員会を以下

のように開催した。 

  日時：平成２９年３月２０日（月）10:00～11:20 於．四季の郷相談室 

    

６．法人監事による内部監査の実施 

  平成２８年５月１６日（月）14:00、金井宏之理事長、安富 恒事務局長、袴田章彦四季の

郷施設長が同席し、伊藤秀俊監事、落合克能監事による法人・生活介護四季の郷、施設入所支
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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 28 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。 

 

７．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２８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２８年 ９月 利子     １７１，３６０ 円 

平成２９年 ３月 元金   ３，５７０，０００ 円 

           平成２９年 ３月 利子     １７１，３６０ 円 

              合    計     ３，９１２，７２０ 円 

  ＜大山ファーム＞ 

           平成２８年 ４月 元金     ２９８，０００  円 

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

平成２８年 ４月 利子      ３３，４１３ 円 

平成２８年 ５月 利子      ３３，１２７ 円 

平成２８年 ６月 利子      ３２，８４２ 円 

平成２８年 ７月 利子      ３２，５５６ 円 

平成２８年 ８月 利子      ３２，２７０ 円 

平成２８年 ９月 利子      ３１，９８５ 円 

平成２８年１０月 利子      ３１，６９９ 円 

平成２８年１１月 利子      ３１，４１４ 円 

平成２８年１２月 利子      ３１，１２８ 円 

平成２９年 １月 利子      ３０，８４３ 円 

平成２９年 ２月 利子      ３０，５５７ 円 

平成２９年 ３月 利子      ３０，２７１ 円 

              合    計     ３，９５８，１０５ 円 

 

８．職員の状況 

   28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。 

新卒採用は 1名のみであった。また、その採用者は四季の郷に単位取得の実習に来た学生

であった。四季の郷の実習生は目立って減少している状況ではないが、年々新卒者採用が困

難な状況がうかがわれる。 

   ○採用者   新卒 <常勤>  女性 1名  

      中途 <常勤>  男性 2名 

   ○退職者   <常勤>  女性 2名 

          <非常勤> 女性 1名 


