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平成２８年度(２０１６年度) 

社会福祉法人県央福祉会 事業報告書 

Ⅰ．まとめ  

1. 上半期のまとめ 

 (1) 障がい者の命と福祉のあり方・改正社会福祉法は現場の社会福祉法人をどう変えるの

か。 

① 国内の動向（津久井やまゆり園事件と改正社会福祉法）

平成28年 7月26日に起きた相模原市緑区にある、県立津久井やまゆり園の殺傷事件は、

障がい福祉に関わる従事者・利用者・家族に衝撃的な事件となりました。障がい者を否定

する優生思想の高まりには大きな不安と危機を感じます。また、神奈川県が打ち出した入

所施設の全面建替え計画には時代の逆行としかいい様のない憤りを感じます。世界の潮

流は、どんなに障がいが重くても、慣れ親しんだ地域でその人なりの暮らしが保障される

べき共生社会をめざす時代のなのに、神奈川県は 60 億～80 億円という巨額の予算で元

の敷地に立て直すと言っています。障がい福祉に関わる人々の多くは疑問を感じていま

す。また、28 年度から施行された改正社会福祉法は、新しいの社会福祉法人のあり方を

提案しております。まだ実施までの最終決定も十分でなく法人も現場もとても苦慮する上

半期となりました。一方うれしいニュースとして、南米ブラジルでのオリンピック・パラリンピッ

クが８月に開催されました。前回よりも日本人アスリートたちがあらゆる競技でのめざましい

活躍に国民は興奮の連続でした。

②県央福祉会では。

労働人口の減少は、当法人でも例外ではありません。年度当初から必要な職員が確保

できないスタートとなってしまいました。また、組織の増大化は、職員一人一人の主体的な

取り組みと利用者主体の支援力の低下に危機感を持ちます。そして、利用率の低迷や予

算を下回る事業執行率、何かと事故報告やクレームが後を絶たない上半期を過ごす有様

です。あってはならない不祥事ありました。昨年度から魅力ある活動と事業所作りにトライ

することを提案してきましたが、今一つ成果が見えないの状況です。２８年度は「ホメール

制度」は、職員一人一人のよき行為を褒め・認め合うことは、職員や職場を明 

るくし元気に活性化させました。また、2人の職員が京都市で3ヶ月の研修を終了し9月か

ら活動を開始しました。障がい児者・高齢者の健康運動指導「トランス・フィットネス事業」

は様々なニーズに対応すべく活動を開始しています。これらのことを起爆剤として元気に

下半期を利用者主体の支援と日々の活動に努めたいと思っています。 
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２．下半期及び年度のまとめ 

平成 28 年度の社会福祉法の主な改正点には、社会保障費の増大とともに支出の適性

化を求めて、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るために、次のように定めてい

ます。 

(1)社会福祉法人制度の改革を 

①経営組織のガバナンスの強化 

②事業運営の透明性の向上 

③財務規律の強化 

④地域における公益的な取組を実施する責務 

⑤行政の関与の在り方 

(2)福祉人材の確保の促進 

①介護人材確保に向けた取組みの拡大 

②福祉人材センターの機能強化 

③介護福祉士の国家資格取得方法の見直しによる資質の向上等 

④社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直し 

当法人も国の定めた方針にもとづき、さまざまな改革を行ないました。改正社会福祉法の

成立にともなって、大きく影響を受けた点について２～３列挙します。 

1 点目は、経営組織のガバナンスの強化で、理事と評議員の役割が大きく変わったこと、

評議員選任・解任委員会が設けられたことでしょう。また、法人運営が適切に運営されるた

めに理事の罰則規程が導入さてたことは大きな変更点です。緊張感をもって法人運営にあ

らねばなりません。その他「事業運営の透明性の向上」「財務規律の強化」に関しては、ホー

ムページや広報誌を用いて情報公開をしており、会計処理はそれぞれに決裁権限にもとづ

き行なっています。ただ、平成 29 年度から会計監査人を設けなければならない事業規模が

30 億円の収益か、60 億円以上の借入金がある法人は置かなければならなくなり、当法人は

30 億円以上の収益があるので 29 年度からおくこととなりました。また、地域における公益的

な取組みは、以前より行なっており横浜市中区寿町への支援やボランティア活動、神奈川

新聞厚生文化事業団主催の「車いす空の旅」等の人員派遣や熊本地震の義援金の協力な

ど国内向けには社会貢献プロジェクトとして継続的に行なってきました。そして、国際貢献活

動は第 4 回スタディツアーとしてマレーシアの社会福祉の現状を理解するために、障がい

児・者施設及び高齢者施設を訪問し、わずかばかりの寄付金とボランティア活動を行ないま

した。 

2 点目の福祉人材確保に向けた取組み、国の福祉・医療退職共済制度の掛け金が、28

年度より全額法人負担となり、かなりの経費負担金が重みを増しております。一方、福祉人

材の確保に関しては、28 年度の職員採用説明会や採用試験は 20 回近く、採用試験は 11

回開催し 53 名の職員を雇用することができました。ただ全体として介護・障がい・保育分野

をはじめ少子化と労働人口の減少にともない、福祉人材確保には苦しい年度となりました。 
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3点目は、経営環境の整備です。利用者のニーズはあるものの、株式会社やNPOの参入

が激しく、利用者の奪い合いのような現状です。それにより、新規事業所は赤字の事業運営

を余儀なくされるといった状況です。当法人といえども、利用者やご家族にとって魅力ある事

業所でなければ選択されないということ気づき真摯に事業所運営と利用者さんやご家族の

声をつぶさに聞かなければなりません。法人の規模の大・小などや社会福祉法人だからとい

ったことに胡坐
あ ぐ ら

をかいていれば、やがて厳しい環境に晒
さらさ

れることになります。一日も早くこの

ような状況から脱却すべく平成 29(2017)年度は、社会福祉法人なら、支援困難な事例に積

極的に取組み、障がいの軽度・重度に関わらず積極的な事業所運営と経営基盤の充実に

繋げたいという年度となってしまいました。 

Ⅱ．施 設 整 備 

(1)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」定員 73 名 開所 平成 28 年 5 月

(2)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 開所 平成 28 年 4 月 

(3)川崎市中原区井田に、障害者総合支援法に基づく多機能型事業（就労継続 B 型・就労

移行支援・自立訓練（生活）・生活介護）「井田日中活動センター」 

定員 37 名 開所 平成 28 年 4 月

(4)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 開所 平成 28 年 4 月 

(5)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 

(6)藤沢市天神町に、グループホーム・短期入所「カナルの家」の新築移転（借用型）  

定員 12 名  開所 平成２８年４月 

(7)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 

(8)横浜市都筑区に、グループホーム「セトルホームつづき」 

定員 10 名 開所 平成 28 年 4 月  

(9)逗子市桜山に、逗子市単独事業 逗子市心身障がい児通園事業 

  「逗子市心身障がい児通園事業 くろーばー」 開所 平成 28 年 4 月

(10)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



Ⅵ．評議員会・理事会開催

評議員会：６回、理事会：７回

回 実施日

第1号議案 事業変更の件
第７３回 Ⅰ．事業変更
評議員会 平成28年5月24日 ①県央Ｂエリア：多機能型施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型）　

『ワークス桜舎』（定員変更）
Ⅱ．当初計画からの変更
①県央Ｂエリア：多機能型施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型）　

短期入所）『福祉創造スクウェア・すぷら』
第２号議案 平成27年度(2015年度)事業報告の件
第３号議案 平成27年度(2015年度)決算報告の件

第１６４回 平成28年5月26日 第４号議案 定款変更の件
理事会 第5号議案 運営規程変更の件

第6号議案 銀行からの借入の件
第７号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件

①相模原エリア：生活介護『きらら』 実施日：2/19
②県央Ａエリア：就業・生活支援センター事業『ぽむ』実施日：4/12

第８号議案 平成28年度(28年度)補正予算案の件
第９号議案 その他

①平成27年度（2015年度）預り金管理委員会年間報告について
②厚木市児童発達支援センタープロポーザル申込について
③県央福祉会所有の施設、一部建物賃貸借契約締結について
④その他

第７４回 平成28年7月27日 第１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
評議員会 第２号議案 監査及び実施指導結果報告の件
第１６５回 平成28年7月27日 第３号議案 定款変更の件
理事会

第1号議案 事業変更の件
Ⅰ．新規事業開設（事業移行）
①横浜ベイエリア：児童発達支援事業

第75回 『（仮称）逗子市発達支援センター　くろーばー』
評議員会 平成28年10月7日 （委託事業　→　新規指定）

（現在）逗子市心身障がい児通園事業
『逗子市心身障がい児通園事業　くろーばー』

Ⅱ．事業休止
①県央Ｂエリア：　訪問看護事業・介護予防訪問看護事業

『アイネット訪問看護ステーション』
（休止期間　平成28年10月1日～平成29年3月31日）

②湘南エリア： 児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・
保育所等訪問支援事業・障害児相談支援事業・

第166回 特定相談支援事業『湘南北部療育センター』
理事会 平成28年10月7日 （休止事業　保育所等訪問支援事業のみ）

（休止期間　平成28年10月13日～平成29年3月31日）
Ⅲ．当初計画からの変更
①相模原エリア： 児童発達支援センター・保育所等訪問支援・

障害児相談支援・放課後等デイサービス
『（仮称）福祉型児童発達支援センターこもれび』

第２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どれみホームスプリンクラー設置工事

第３号議案 運営規程変更の件
第４号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件

①相模原エリア：保育所『若松保育園』 　　　　　実施日：7/21
②相模原エリア：保育所『あさみどり保育園』　　　　実施日：7/21
③横浜ベイエリア：多機能型（就労継続支援Ｂ型・就労移行支援

・特定相談支援）『川崎市わーくす川崎』
　　　　　実施日：6/13

第５号議案 他法人からの事業譲渡の件
第６号議案 「カナルの台所」の土地建物売却の件
第７号議案 規則規程の変更の件

①経理規程
②利用者預り金等取扱規程

第８号議案 その他
①『特定非営利活動法人　シーガル研修・研究機構』の主たる

事務所設置の件
②『綾瀬市障害者自立支援センター希望の家』及び『綾瀬市障害者

自立支援センターばらの里』指定管理プロポーザル結果について
③その他

議　　　　　　　　　　　　　　　案
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第１号議案 平成28(2016)年度上半期事業報告案の件
第２号議案 平成28(2016)年度第２次補正予算案の件
第３号議案 改正社会福祉法に係る定款変更案の件
第４号議案 運営規程変更の件
第５号議案 入札結果報告の件
第６号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件

第7６回 ①社会福祉法人　県央福祉会 　　　　　　実施日：10/27
評議員会 平成28年11月16日 ②相模原エリア：児童発達支援・放課後等デイサービス

『相模原南部療育センター』　実施日：10/12
③県央Ｂエリア：居宅介護支援・通所介護・介護予防通所介護

『つきみ野かりん』　　　　　実施日：10/21
④県央Ａエリア：児童発達支援センター

『海老名市立わかば学園』　　実施日：10/26
⑤県央Ｂエリア：生活介護『海老名市立わかばケアセンター』

　　　　　　　実施日：10/26
⑥県央Ｂエリア：居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護

　　・移動支援『アイネットやまと』実施日：10/27
⑦県央Ｂエリア：居宅介護･重度訪問介護･移動支援

『アイネット中央林間』　　実施日：10/27
⑧県央Ａエリア：共同生活援助『第１ゆりの木ホーム』

　　　　　　　実施日：10/27
⑨県央Ｂエリア：共同生活援助『第３ゆりの木ホーム』

第167回 　　　　　　　実施日：10/27
理事会 ⑩県央Ａエリア：共同生活援助『カーサ柳橋』　実施日：10/27

⑪県央Ｂエリア：共同生活援助『コンフォート光ヶ丘』
　　　　　　　実施日：10/27

第７号議案 銀行からの借入の件
第８号議案 規則規程の変更の件

①登録型訪問介護員の活動及び賃金に関する規則
第９号議案 その他

①第3ゆりの木ホームの現金事故における指導監査結果について
②「（仮称）福祉型児童発達支援センター」の土地について
③その他

第168回 平成28年12月20日 第１号議案 事業所長の変更の件
理事会
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第１号議案 任期満了に伴う法人役員の選任の件
第２号議案 新規事業開設の件

①厚木市：障害児相談支援・特定相談支援『（仮称）たまご』
　　　　　（平成２９年２月１日開所予定）

②厚木市：児童発達支援センター・保育所等訪問事業
厚木市：児童発達支援センター・保育所等訪問事業

　　　　　（平成２９年４月１日開所予定）
③藤沢市：共同生活援助『（仮称）ルミナスホーム遠藤』

　　　　　（平成２９年４月１日開所予定）
第３号議案 新規事業所の施設名称の件

①逗子市／児童発達支援
候補名 ：『逗子市こども発達支援センターくろーばー』

②厚木市/特定相談支援・障害児相談支援
第77回 候補名 ：『たまご』
評議員会 平成29年1月20日 ③厚木市/児童発達支援センター・保育所等訪問事業

障害児相談支援・特定相談支援
候補名： 『厚木市児童発達支援センターひよこ園』

④相模原市／児童発達支援センター・放課後等デイサービス・
保育所等相談支援・障害児相談支援・特定相談支援
候補名： 『いっぽ』

⑤藤沢市／共同生活援助
候補名： 『ルミナスホーム遠藤』

第4号議案 定款変更の件
第５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）福祉型児童発達支援センターこもれび新築工事
（２回目：追認）

②コモンシティ萌防犯設備設置工事
③フレックスコートさくら防犯設備設置工事
④茅ヶ崎南湖ホーム防犯設備設置工事

第169回 第6号議案 入札結果報告の件
理事会 平成29年1月20日 ①（仮称）福祉型児童発達支援センターこもれび新築工事（２回目）

②どれみホームスプリンクラー設置工事
第7号議案 規則規程の変更の件

①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相模原エリア：児童発達支援・放課後等デイサービス
『相模原南部療育センター』 　　　実施日：10/12

②県央Ｂエリア：居宅介護支援・通所介護・介護予防通所介護
『つきみ野かりん』 　　　実施日：10/21

③県央Ｂエリア：生活介護『海老名市立わかばケアセンター』
　　　実施日：10/26

④県央Ｂエリア：生活介護『海老名市立わかばケアセンター』
　　　実施日：10/26

⑤県央Ｂエリア：居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護
・移動支援『アイネットやまと』 　　　実施日：10/27

⑥県央Ｂエリア：居宅介護･重度訪問介護･移動支援
『アイネット中央林間』 　　　実施日：10/27

⑦県央Ａエリア：共同生活援助『第１ゆりの木ホーム』　実施日：10/27
⑧県央Ｂエリア：共同生活援助『第３ゆりの木ホーム』　実施日：10/27
⑨県央Ａエリア：共同生活援助『カーサ柳橋』　　実施日：10/27
⑩県央Ｂエリア：共同生活援助『コンフォート光ヶ丘』　実施日：10/27
⑪相模原エリア：生活介護・特定相談支援『パステルパレット』

　　　　実施日：12/15
第９号議案 評議員選任・解任委員会運営細則の件（改正社会福祉法）
第10号議案 その他

①その他
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第1号議案 新規事業開設・事業休止・事業廃止の件
Ⅰ．新規事業開設
①相模原市：児童発達支援『いっぽ』

□開所予定年月日　平成２９年４月１日
□廃止予定日　　　平成２９年７月３１日

（児童発達支援センター『いっぽ』開設により）
相模原市：障害児相談支援・特定相談支援『いっぽ』

□開所予定年月日　平成２９年５月１日
相模原市：保育所等訪問支援『いっぽ』

第78回 □開所予定年月日　平成２９年６月１日
評議員会 平成29年3月22日 相模原市：児童発達支援センター・放課後等デイサービス『いっぽ』

□開所予定年月日　平成２９年８月１日
②大和市：就労継続支援Ｂ型『（仮称）あゆみの家』

□開所予定年月日　平成２９年４月１日
③逗子市：放課後等デイサービス

『逗子市こども発達支援センターくろーばー』
□開所予定年月日　平成２９年４月１日

④相模原市：障害児相談支援『パステルパレット』
□開所予定年月日　平成２９年３月１日
□廃止予定日　平成２９年５月３１日

（障害児相談支援『いっぽ』開設により）
Ⅱ．事業休止
①藤沢市：保育所等訪問支援『湘南北部療育センター』

□休止期間　平成２９年４月１日～平成２９年９月３０日
（休止期間延長）

Ⅲ．事業廃止
①横浜市：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』
□廃止日　平成２９年３月３１日

②児童発達支援・放課後等デイサービス『相模原中部療育センター』
□廃止日　平成２９年７月３１日

③訪問看護・介護予防訪問看護『アイネット訪問看護ステーション』
□休止期間　平成２９年４月１日～平成２９年４月３０日
□廃止日　　平成２９年４月３０日

第２号議案 新規事業所の施設名称の件
①大和市／就労継続支援Ｂ型
候補名 ：『あゆみの家』

第３号議案 評議員選任・解任委員会による評議員の選任結果の件
第４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５号議案 平成２９年度(２０１７年度)事業計画案の件
第６号議案 平成２９年度(２０１７年度)予算案の件
第７号議案 定款変更の件
第８号議案 銀行からの借入の件
第９号議案 規則規程の変更の件

第170回 ①職員就業規則・非常勤職員等就業規則・給与規程・育児休業規程・
理事会 平成29日3月24日 介護休業規程

②経理規程
第10号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件

①相模原エリア：生活介護・特定相談支援『パステルパレット』
　　　　実施日：12/15

②横浜ベイエリア：共同生活援助『セトルホームつづき』
　　　　実施日：12/18

③横浜ベイエリア：共同生活援助『高田西グリーンハイム』
　　　　実施日：12/18

④横浜ベイエリア：共同生活援助『ナトゥールハウス』
　　　　実施日：12/18

⑤県央Ａエリア：就業・生活支援センター事業『ぽむ』
　　　　実施日：1/19

⑥県央Ｂエリア：医療型特定短期入所『あおば』　　実施日：1/20
⑦県央Ａエリア：保育所『西鶴間保育園』 　　　　実施日：1/24
⑧湘南エリア：保育所『湘南台南保育園』　　　　　実施日：1/24　
⑨湘南エリア：保育所『石上保育園』　　　　　　　実施日：1/31
⑩湘南エリア：保育所『善行あさぎ台保育園』

第11号議案 入札結果報告の件
①コモンシティ萌防犯設備設置工事
②フレックスコートさくら防犯設備設置工事
③茅ヶ崎南湖ホーム防犯設備設置工事

第12号議案 その他
①善行あさぎ台保育園の給食プロポーザル及びその結果について
②その他
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