
Ⅰ．まとめ

( HP  //www.tomoni.or.jp     e－mail  kenou@tomoni.or.jp   )

(1)職員の採用・異動・退職、各種資格取得等のデータ及び物品購入・破棄、各種届出等を一元管理とコ
ンピュータによる電子決済が行えるソフト・人事フローを導入した。

1. 社会福祉法人に求められる時代に即した事業展開
〔その１〕
　平成27年度も日本の経済は低空飛行のままに、政府与党は３本の矢の一つである第三の成長戦略は具
体的な策が示されることなく時間が過ぎ、国内の経済活動は株安・円高による厳しい経済状況となりまし
た。世界の経済状況も不安定なもので、2015年後半からは世界同時株安が続き、波乱の2015年度だった
ように思います。日本の平成28年度、一般会計予算も過去最高の96.7兆円となり、特に社会保障費は31
兆9千億円と全体の３３％を占めるようになり、社会保障費の自然増を今後３年間で1.５兆円とし毎年５千億
円程度に抑制するとしています。私ども福祉・介護・保育等に従事する者にとって益々厳しい社会状況で
す。また、ここ数年社会福祉法人を取り巻く環境は、非営利法人としての役割と貢献がどうあるべきかも問
われています。県央福祉会は、平成28年度の予算は60億円となり、事業所数も113ヵ所、職員数1,500名と
なり、28年度採用職員数も63名と過去最高の採用となりました。それも、28年3月末で退職した常勤職員
が、過去最高の30名・離職率も６.９％とワースト記録を作ってしまいました。職員の育成ややりがい等に十
分な配慮が行き届かず、魅力ある事業所作りに至らなかったことが、一つの要因と考えられますので十分
反省しなければなりません。事業所の状況把握や職員が何を考え何を求めて福祉・介護・保育等の現場
で働いているのか理解し、利用者さんやご家族に信頼される職員集団を目指したいと思います。
 〔その２〕
　平成28年3月26日に、社会福祉法を一部改正す法律が参議院で可決されました。これにより、社会福祉
法人制度改革の第1歩を踏み出すこととなりました。例えば、評議員会の員数に係る経過措置、会計監査
人の設置法人、控除対象財産の算定方法、地域協議会（地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成
にあたって、「地域協議会」等の意見を聞くこととされていますが、この地域協議会については、どのように
するのか適当か）のあり方などの検討を急がねばならないと厚生労働省は言っています。
　この改正は、一説には財務省の社会福祉法人への課税への対抗措置であり、内部留保金の再投下で
あり、社会福祉法人に本来求められる社会のニーズへの対応をそれぞれの法人が積極的に取り組むこと
であると、２７年度上半期のまとめでも説明しました。ここ数年、社会福祉法人を取り巻く環境は厳しく、その
荒波の中、県央福祉会は業界のビジョナリーカンパニーとして社会福祉法人が求めらている、望ましい経
営と各事業所が適切な運営に努めなければならないことを再度申し上げておきたいと思います。

（5）茅ヶ崎市南湖に、グループホーム「茅ヶ崎南湖ホーム」定員10名　開所　平成28年4月

（7）大和市上和田に、障害者総合支援法に基づく多機能型事業（就労継続B型・生活介護・短期入所）
「福祉創造スクウェア・すぷら」本体63名・従たる事業所10名　定員計73名　開所平成28年5月開所

(2)平成28年度から施行する改正社会福祉法の大規模社会福祉法人のコンプライアンやガバナンスのた
めに、１０億円以上の収入のある法人に義務付けられる監査法人の導入の準備として有限監査法人トーマ
ツと契約を締結する

（1）藤沢市善行に、障害者総合支援法に基づく多機能型事業（就労移行・就労継続B型・生活介護）「モ
ンド湘南藤沢」定員40名。平成28年4月開所

（3）茅ヶ崎市松林に、障害者総合支援法に基づく多機能型事業（就労移行・就労継続B型）「アゼリアうみ
風」定員20名　平成28年4月開所

２．制度整備

（6）横浜市都筑区に、グループホーム「セトルホーム」定員10名　開所　平成28年4月

　　平成２７年度(２０１５年度)
社会福祉法人　県央福祉会　事業報告書

（2）藤沢市善行に、保育所　「善行あさぎ台保育園」　定員45名　平成28年4月　開所

（4）藤沢市天神町に、グループホーム「カナルの家」の新築移転（借用型）　長期入所１０名・短期入所２名
定員１２名　開所　平成２８年４月

（8）相模原市南区新磯野の元ミントハウスの跡地にグループホーム・短期入所「アップルハウス」定員13名
開所平成28年６月

１．施設整備

Ⅱ．　平成２７年度の主な出来事

1-1



Ⅵ．評議員会・理事会開催
回 実施日

第67回 第１号議案

評議員会 平成27年4月22日

第158回 平成27年4月22日
理事会 （同日開催）

第２号議案

第３号議案 　その他

第68回 第1号議案 　平成２６年度(２０１４年度)事業報告案の件
評議員会 平成27年5月20日 第２号議案 　平成２６年度(２０１４年度)決算報告の件

第３号議案 　平成２７年度(２０１５年度)補正予算案の件
第４号議案 　事業所長の変更の件

第159回 第５号議案 　事業変更の件
理事会 平成27年5月22日 ①相模原地区：通所介護『ほっぷ』（定員変更）

第６号議案 　定款変更の件
①基本財産の追加に伴う変更：『（仮称）わーくす桜舎』の土地

第７号議案 　銀行からの借入の件
①『（仮称）わーくす桜舎』施設整備つなぎ融資
②『（仮称）アップルハウス』新築工事資金
③賞与資金として(法人運営資金）
④『パステルファームワーキングセンター』改修工事資金

第８号議案 　設備及び施設整備に伴う施工業者選定にかかる入札条件等の件
①（仮称）わーくす桜舎新築工事
②（仮称）アップルハウス新築工事　（旧・ミントハウス土地における施設整備）
③パステルファームワーキングセンター改修工事

第９号議案 　規則規程の変更の件
①経理規程

第10号議案 　運営規程変更の件
第１１号議案 　その他

①2014(H26)年度預り金管理委員会年間報告について

③その他

第69回 第１号議案 　新規事業開設・事業廃止・事業変更の件
評議員会 平成27年8月25日 Ⅰ．事業の廃止及び新規事業開設

　①廃止：海老名地区：児童発達支援事業『わかば学園』
　　新規事業開設：海老名地区：児童発達支援センター『わかば学園』

第160回 Ⅱ．新規事業

理事会 平成27年8月25日 　①川崎地区：多機能型事業所（生活介護・自立訓練（生活訓練）・

（同日開催） 　　就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）『（仮称）井田日中活動センター』

（平成２８年４月１日開所予定）
　②逗子地区：逗子市心身障がい児通園事業
　　『（仮称）逗子市心身障がい児通園事業』

（平成２８年４月１日開所、平成２８年９月３０日まで）
　　逗子地区：児童発達支援事業『（仮称）こども発達支援センター』

（平成２８年１０月１日開所予定、通園事業からの移行）
Ⅲ．事業変更
　①藤沢地区：共同生活援助『かたくりホーム』（定員変更）
　②大和地区：多機能型事業所（生活介護・就労移行支援）
　　『ぽらーの上和田』（事業追加・定員変更）
　③大和地区：児童発達支援・放課後等デイサービス
　　『やまと発達支援センターWANTS』（定員変更）

第２号議案 　事業所長の変更の件
第３号議案 　運営規程変更の件
第４号議案 　設備及び施設整備に伴う施工業者選定にかかる入札条件等の件

　①（仮称）モンド湘南藤沢・（仮称）善行北保育園改修工事
　②（仮称）アップルハウス新築工事（２回目）

第５号議案 　入札結果報告の件
　①大和地区：（仮称）わーくす桜舎新築工事（一般競争入札）
　②相模原地区：パステルファームワーキングセンター改修工事（指名競争入札）
　③相模原地区：（仮称）アップルハウス新築工事（一般競争入札）

第６号議案 　その他

第70回 第１号議案 新規事業開設・事業変更・事業変更及び新規事業開設の件
評議員会 平成27年11月18日(水) Ⅰ．新規事業

①大和地区：多機能型施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型・短期入所）
　　　　『（仮称）福祉創造スクェア・すぷら』（平成28年5月１日開所予定）
②藤沢地区：保育所『（仮称）善行あさぎ台保育園』平成28年4月1日開所予定

第16１回 平成27年11月20日（金） ③藤沢地区：多機能型施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）
理事会 『（仮称）モンド湘南藤沢』（平成２８年４月１日開所予定）

　新規施設整備の件
①藤沢地区：多機能型事業所（生活介護・就労移行支援・就労継続支援

Ａ型・就労継続支援Ｂ型）『（仮称）モンド湘南藤沢』
（平成２８年３月１日開所予定）

②藤沢地区：保育所『（仮称）善行北保育園』

議　　　　　　　　　　　　　　　案

　　関する協定書』

（平成２８年４月１日開所予定）
　大和市との協定の件
①『災害時要援護者の避難施設として社会福祉施設を利用することに

②障害者就業・生活支援センター事業（ぽむ）経理監査報告　4/13実施
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④藤沢地区：多機能型施設（就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）
『（仮称）アゼリアうみ風』（平成２８年４月１日開所予定）

⑤相模原地区：共同生活援助・短期入所『（仮称）アップルハウス』
平成28年6月1日開所予定

⑥横浜地区：共同生活援助『（仮称）セトルホームつづき』平成28年4月1日
開所予定

Ⅱ．事業変更
①大和地区：児童発達支援・放課後等デイサービス

『県央療育センター』（定員変更）
Ⅲ．事業変更及び新規事業開設
①藤沢地区：共同生活援助『カナルの家』（移転・定員変更）
②藤沢地区：短期入所『（仮称）カナルの家』（新規開設）

（平成２８年４月１日開所予定）
第２号議案 新規事業所の施設名称の件

①大和地区／多機能型施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型）
候補名：『福祉創造スクウェア・すぷら』

②藤沢地区／保育所
候補名：『善行あさぎ台保育園』

③藤沢地区／多機能型施設（生活介護・就労継続支援Ａ型
候補名： モンド湘南藤沢

④藤沢地区／多機能型施設（就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）
候補名　：　アゼリアうみ風

⑤藤沢地区／短期入所
候補名　：　カナルの家

⑥相模原地区／共同生活介護・短期入所
候補名　：　アップルハウス

⑦横浜地区／共同生活介護
候補名　：　セトルホームつづき

第 ３ 号議案 事業所長の変更の件
第４号議案 運営規程変更の件
第５号議案 平成２７年度（２０１５年度）上半期事業報告の件
第６号議案 平成２７年度（２０１５年度）第２次補正予算案の件
第７号議案 設備及び施設整備に伴う施工業者選定にかかる入札条件等の件

①アップルハウス新築工事（３回目）
②いーじゃんホームスプリンクラー設置工事
③第４ゆりの木ホームスプリンクラー設置工事
④石上保育園給食業務委託

第８号議案 入札結果報告の件
①（仮称）アップルハウス新築工事（２回目）
②（仮称）アップルハウス新築工事（３回目）
③（仮称）善行北保育園・（仮称）モンド湘南藤沢改修工事

第９号議案 銀行からの借入の件
①賞与資金として(法人運営資金）
②『善行あさぎ台保育園』『モンド湘南藤沢』施設整備追加融資
③『福祉創造スクウェア・すぷら』施設整備追加融資
④『アップルハウス』新築工事資金（借入金額変更）

第10号議案 基本財産担保提供承認申請の件
第11号議案 規則規程の制定及び変更の件

①経理規程（変更）
②保育士資格・幼稚園教諭免許取得貸付規程（制定）

第12号議案 会計監査人の選定の件
第13号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件

①相模原地区：保育所『あさみどり保育園』　実施日：8/27
②相模原地区：保育所『若松保育園』       実施日：８/27
③藤沢地区：指定認知症対応型共同生活介護      

『メールブルー鵠沼』　　実施日：9/17
④大和地区：保育所『西鶴間保育園』      　　実施日10/22 
⑤横浜地区：児童発達支援・放課後等デイサービス

『キンダーハイムこうなん』 実施日：10/23
第14号議案 その他

①川崎市『御幸日中活動センター』指定管理応募（更新）及びその
　　結果について
②大和市『こどもーる高座渋谷』委託先応募及びその結果について
③相模原市緑区福祉型児童発達支援センター整備事業者応募及び
　　その結果について
④その他

・パステルファームワーキングセンター大規模修繕の報告

第7１回 第１号議案 新規事業開設・事業変更の件
評議員会 平成28年１月22日(金) Ⅰ．新規事業開設

①藤沢地区：共同生活援助『（仮称）茅ヶ崎南湖ホーム』
（平成２８年４月１日開所予定）

第162回 平成28年１月22日（金） Ⅱ．事業変更
理事会 ①相模原地区：通所介護『ほっぷ』（定員変更）

②横浜地区：多機能型施設（就労移行支援Ｂ型・就労移行支援）
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『エヌ・クラップ』（定員変更）
第２号議案 新規事業所の施設名称の件

①藤沢地区／共同生活援助
候補名：『茅ヶ崎南湖ホーム』

第３号議案 事業所長の変更の件
第４号議案 運営規程変更の件
第５号議案 定款変更の件
第６号議案 入札結果報告の件

①いーじゃんホームスプリンクラー設置工事（見積もり合わせ）
②第４ゆりの木ホームスプリンクラー設置工事（見積もり合わせ）

第７号議案 銀行からの借入の件
Ⅰ．借入金額変更
　①『善行あさぎ台保育園』『モンド湘南藤沢』施設整備追加融資
Ⅱ．新規借入
①法人事業所間資金貸借について再構築
②既存設備借入金の借り換えによる返済金額の削減

第８号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件
①大和地区：保育所『西鶴間保育園』 実施日：10/22
②横浜地区：児童発達支援・放課後等デイサービス

『キンダーハイムこうなん』       実施日:10/23
③横浜地区：地域活動支援センター『ウイアー』    実施日：12/8
④横浜地区：地域活動支援センター『スカイキング』  実施日：12/8
⑤相模原地区：共同生活援助『すてっぷ』  実施日：12/18
⑥相模原地区：居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護相模原地区：居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護

『アイネットさがみはら』　　実施日：12/18
第９号議案規則規程の新規制定の件

①社会福祉法人県央福祉会・特定個人情報等取扱規程
第10号議案 欠員に伴う評議員選任の件
第11号議案 その他

①相模原市緑区福祉型児童発達支援センター整備事業者応募の
　結果について
②その他

第７２回 第１号議案 新規事業開設・事業変更・事業廃止の件
評議員会 平成28年３月１６日 Ⅰ．新規事業開設

①相模原地区：児童発達支援センター
『(仮称）福祉型児童発達支援センターこもれび』

第16３回 平成28年３月１８日 (平成29年4月1日開所予定）
理事会 Ⅱ．事業変更

①大和地区：共同生活援助『第１ゆりの木ホーム』（定員変更）
②大和地区：共同生活援助『第３ゆりの木ホーム』（定員変更）
③大和地区：共同生活援助『カーサ柳橋』（定員変更）
④藤沢地区：多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型・

就労移行支援）『モンド湘南藤沢』
（当初計画からの変更）

⑤茅ヶ崎地区：共同生活援助『サザンホーム松林』（定員変更）
⑥藤沢地区：生活介護『グランツ遠藤』（定員変更）
⑦藤沢地区：多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）

『ふじさわ爽風舎』（定員変更）
⑧川崎地区：多機能型事業所（生活介護・自立訓練（生活訓練）

就労継続支援Ｂ型・就労移行支援）

Ⅲ．事業廃止
大和地区：短期入所『カーサ柳橋』

（平成２８年３月３１日廃止予定）
第２号議案 新規事業所の施設名称の件

①川崎地区／多機能型施設
　候補名:『井田日中活動センター』
②逗子地区／逗子市心身障がい児通園事業
候補名：『逗子市心身障がい児通園事業　くろーばー』

第３号議案 新規事業所長の選任及び変更及び苦情解決責任者の変更の件
第４号議案 平成２８年度(2016年度)事業計画案の件
第５号議案 平成２８年度(2016年度)予算案の件
第６号議案 定款変更の件
第７号議案 規則規程の制定及び変更の件

①職員就業規則
②非常勤職員等就業規則
③経理規程

第８号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件
①横浜地区：地域活動支援センター『ウイアー』   実施日：12/8
②横浜地区：地域活動支援センター『スカイキング』   実施日：12/8
③相模原地区：共同生活援助『すてっぷ』   実施日：12/18
④相模原地区：居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
⑤藤沢地区：保育所『湘南台南保育園』 実施日：1/27

『（仮称）井田日中活動センター』（当初計画からの
変更）
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⑥藤沢地区：認知症対応型共同生活介護
『ラ・プラージュ湘南』   実施日：1/28

⑦大和地区：就業・生活支援センター事業『ぽむ』  実施日：2/2
⑧相模原地区：生活介護『きらら』    実施日：2/19

第９号議案 その他
①当座貸越及びシンジケートローンの報告について
②その他

1-5


