
平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告 

 

第１ 概 況 

平成２９年度は、４月１日に全面的に施行された改正社会福祉法による社会福祉

法人の制度改革に伴い、 

① 経営組織のガバナンス（意思決定・合意形成システム）の強化 

② 事業運営の透明性の確保 

③ 財務規律の強化 

が制度化されたところです。 

このような点を踏まえ、当法人の経営は、基本方針を踏まえながら中・長期計画

を見据え、次のとおり事業を実施しました。 

１ 経営組織の見直し 

新たに評議員・役員（理事・監事）を選任し、執行機関としての「理事会」に

対して、従来、諮問機関として位置付けられていた「評議員会」を議決機関とし

て位置付けて必置化し、重要事項を決議することによって理事会への牽制機能を

持たせるよう経営組織の見直しを行うとともに、事業活動が高い倫理性を持って

行われるよう法令遵守（コンプライアンス）に関する仕組みを整備しました。 

２ 経営基盤の強化 

平成２９年度は、利用者数が３５人からのスタートとなりましたが、年度途中

に１名の利用者が退所して、３４人となりました。加えて、送迎加算の過誤請求

により介護給付費の返納があり、減収もやむをえない状況でしたが、福祉・介護

職員処遇改善加算の改正もあり、前年度比４．７８％の増収となりました。 

生産活動事業収入にあっては、利用者の工賃向上や利用者増に見合った請負作

業・自主製品における販路等の拡大に積極的に取り組み、新たな請負作業等を確

保することにより、就労意欲の向上と工賃向上に繋げることができました。 

３ 事業運営の透明性の確保 

社会福祉法人が備える公益性や非営利性という観点から、広く事業活動等を公

開することにより、障害を持っている利用者が社会の一員として果たしている姿

を一人でも多くの方に知っていただくため、当法人の財務諸表や管理運営事項を

積極的に公表するほか、随時、「セルプしかつ」の活動状況をお知らせし、適正か

つ公正な財務規律の向上、事業運営の透明性に努めているところです。 

４ より良質かつ効果的な福祉サービスの提供 

利用者及びその保護者から寄せられる意見・要望に耳を傾け、その意見・要望

を少しでも事業運営に反映できるよう取り組むとともに、個別支援計画の作成・



実施・評価等の一環として、日々の業務終了後に行う「セルプしかつ」における

利用者の生活状況を確認する中で、その都度、報告・連絡・相談し情報を共有し

ながら一人ひとりの個性に併せたサービスを提供しています。 

そして、事業所の適正な運営と利用者及びその家族との信頼関係を確保するた

め、常に利用者の家族との連携を図りながら事業の運営に取り組んでいます。 

そのような利用者・保護者、そして社会的要請に応えるべく、「社会福祉充実計

画」を作成し、知的障害者の親亡き後の生活の場として共同生活援助施設（グル

ープホーム）の整備を具体的に進めるよう計画を立てました。 

５ 職員の資質向上及び専門性の確立 

職員にあっては、種々の打合せや会議を通じた取組み、外部研修などへ積極的

に参加するとともに、市内の生活介護サービス事業所との交流・合同勉強会を通

じて情報交換を行うことにより、お互いに切磋琢磨して職員の資質向上・専門性

を確立する環境を整えました。 

あわせて、職員に係る就業関係の規則を見直すことにより、労働環境の適正化

を図るとともに、職員の処遇改善に繋がる見直しを行いました。 

なお、職員体制にあっては、平成２９年４月１日に新たに２人の雇用職員を雇

用しましたが、年度途中に２人の雇用職員が退職し、その後１人の雇用職員を雇

用したものの、当初計画は達成されませんでした。 

第２ サービス区分別実施状況 

１ 社会福祉法人師勝福祉会（法人本部）理事会・評議員会開催状況 

⑴ 理事会 

平成２９年５月２５日（木） 

第２８号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告に

ついて 

第２９号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支決

算について 

第３０号議案 指定障害福祉サービス事業所セルプしかつ運営規程の一部

改正について 

平成２９年６月２７日（火） 

第３１号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事長の選定について 

第３２号議案 社会福祉法人師勝福祉会社会福祉充実計画について 

第３３号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員等の報酬及び費用弁償に関

する規程の制定について 



第３４号議案 社会福祉法人師勝福祉会役員・評議員報酬規程の一部改正に

ついて 

平成２９年９月２６日（火） 

第３５号議案 社会福祉法人師勝福祉会雇用職員就業規則の一部改正につ

いて 

第３６号議案 社会福祉法人師勝福祉会公用車使用管理規程の一部改正に

ついて 

第３７号議案 社会福祉法人師勝福祉会法令遵守規程の制定について 

平成２９年１２月１２日（火） 

第３８号議案 平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第

１次補正予算について 

第３９号議案 社会福祉法人師勝福祉会育児休業、介護休業等に関する就業

規則の一部改正について 

平成３０年３月９日（金） 

第１号議案 平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第２

次補正予算について 

第２号議案 平成３０年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業計画につ

いて 

第３号議案 平成３０年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算

について 

第４号議案 指定障害福祉サービス事業所セルプしかつ運営規程の一部改

正について 

第５号議案 社会福祉法人師勝福祉会雇用職員就業規則の一部改正につい

て 

第６号議案 社会福祉法人師勝福祉会職員給与規程の一部改正について 

⑵ 監事監査 

ア 定例監査 

平成２９年５月１５日（月） 

イ 中間監査 

平成２９年１２月６日（水） 

⑶ 評議員会 

平成２９年６月２７日（火）定時評議員会 

第２０号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告に

ついて 



第２１号議案 平成２８年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉収支決算に

ついて 

第２２号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（社会福祉事業の経営に関する

識見を有する者）の選任について 

第２３号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じてい

る者）の選任について 

第２４号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じてい

る者）の選任について 

第２５号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じてい

る者）の選任について 

第２６号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（福祉に関する実情に通じてい

る者）の選任について 

第２７号議案 社会福祉法人師勝福祉会理事（施設の管理者）の選任につい

て 

第２８号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（社会福祉事業に関し識見を有

する者）の選任について 

第２９号議案 社会福祉法人師勝福祉会監事（財務管理に関し識見を有する

者）の選任について 

平成２９年６月２７日（火）評議員会 

第３０号議案 社会福祉法人師勝福祉会社会福祉充実計画について 

第３１号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員等の報酬及び費用弁償に関

する規程の制定について 

第３２号議案 社会福祉法人師勝福祉会役員・評議員報酬規程の一部改正に

ついて 

平成２９年１２月２０日（水）評議員会 

第３３号議案 平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第

１次補正予算について 

平成３０年３月２３日（金）評議員会 

第１号議案 平成２９年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第２

次補正予算について 

第２号議案 平成３０年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業計画につ

いて 

第３号議案 平成３０年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算

について 



⑷ 申請・認可等の経過 

ア 定款変更 

(ｱ) 申請 

社会福祉法人師勝福祉会の定款変更について（平成 29 年３月 27 日議決）

〔平成 29 年４月 14 日付け北名古屋市長宛〕 

(ｲ) 認可 

社会福祉法人師勝福祉会の定款変更について（認可）（平成 29 年４月 18

日付け 29 北社第 692 号 北名古屋市長） 

イ 社会福祉充実計画 

(ｱ) 申請 

社会福祉充実計画の承認申請について（平成 29 年６月 27 日評議員会決

議）〔平成 29 年６月 30 日付け北名古屋市長宛〕 

(ｲ) 承認 

社会福祉充実計画承認通知書（平成 29 年７月 14 日付け 29 北社第 1263

号 北名古屋市長） 

⑸ 理事長定例決裁 

基本的に、毎週月・木曜日に実施 

２ セルプしかつ生活介護事業実施状況 

⑴ 運営状況 

ア 利用者（契約者）数                （各月末日人員） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計 

定員 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 

現員 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 37 420 

イ 年齢                  （平成 30 年３月 31 日現在） 

年齢 ～17 18～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～ 合計 

男  ４ １２ ５ ３  １ ２５ 

女  １ ５ ５ １   １２ 

合計  ５ １７ １０ ４  １ ３７ 



ウ 障害支援区分              （平成 30 年３月 31 日現在） 

区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合計 

男   ７ １１ ６ １ ２５ 

女   ２ ７ ２ １ １２ 

合計   ９ １８ ８ ２ ３７ 

エ 対象地域別               （平成 30 年３月 31 日現在） 

対象地域 利用者数 対象地域 利用者数 

北名古屋市 ３３ 岩倉市 ４ 

 合 計 ３７ 

オ 介護給付費収入 

別紙１のとおり 

⑵ 支援・援助 

ア 生産活動 

(ｱ) 内訳 

請負作業 段ボール紙器加工〔㈱渡辺パッケージ〕 

おもちゃ等梱包作業〔㈱オオイシ〕 

紙器加工〔美濃和印刷工業㈱〕 

印字〔シンク化学工業㈱〕 

ネジ検品・袋詰め〔小林産業㈱名古屋支店〕 

シール貼り〔尾張ヤクルト販売㈱〕 

自主製品 野菜販売・喫茶業務・クッキー製造販売・印刷・名刺印刷・

複写・段ボール屑捨て 

受託事業 ダンボール回収業務〔北名古屋市〕 

ジャム販売〔社会福祉法人エゼル福祉会 ＷｉＬＬ〕 

野菜・野菜加工品販売〔公益社団法人 北名古屋市シルバー人

材センター〕 

(ｲ) 利用実績 

別紙２のとおり 

・ 工賃  1 人当たり月額（賞与含む。） １１，８５５円 

(ｳ) 生産活動事業収支決算額 

別紙３のとおり 

イ 創作活動 

園芸活動 畑での野菜作り（えんどう豆・玉ねぎ・西瓜・茄子・里芋）・



干柿作り 

花の生育活動（ロータリー花壇等） 

療育活動 フラダンス教室（月１回） 

レクリエーション等（随時） 

ウ 行 事 

期 日 行  事 実 施 結 果 

平成 29 年 

４月３日（月） 
入所式 

新たに２人の利用者を迎え、その門出を

来賓・保護者とともに祝った。 

４月 19 日（水） 
利用者健康 

診断 

利用者の健康管理・相談助言のため、施

設内で健康診断を実施した。 

４月 26 日（水） 
三施設合同 

運動会 

あかつき共同作業所・にしはるひまわり

作業所と合同で運動会を実施し、３施設

の交流を図った。 

６月４日（日） 
セルプしかつ

祭り 

セルプしかつ祭実行委員会の主催によ

り、各種機関・団体・ボランティアの協

力の下、大勢の地域住民の参加を得て、

盛大に祭を催した。 

７月６日（木） 七夕会 

ジュースとケーキで七夕会を催し、ボラ

ンティアのオカリナ演奏とともに、笹竹

に願い事を飾って作業の向上を願った。 

９月７日（木） 歯科検診 

愛知県歯科医師会の協力の下、歯と口の

健康を守るため、施設内で歯科健診を実

施した。 

９月 29 日（金） 社会見学 

ボランティアの協力を得て、ローザンベ

リー多和田へ出掛け、パンづくりを体験

するとともに、バイキングメニューを楽

しみ、会場内を散策した。 

10 月 25 日（水） 
利用者健康 

審査 

利用者の健康保持や疾病予防・早期発見

のため、委託した事業者によって施設内

で健康診断を実施した。 

10 月 25 日（水）

～27 日（金） 
職員健康診断 

職員の健康保持や疾病予防・早期発見の

ため、委託した医療機関において健康診

断を実施した。 

11 月７日（火） 

・10 日（金） 

里芋収穫・ふ

れあい芋煮会 

土とふれあい収穫の喜びを味わうととも

に、協力いただいている方たちへのお礼

を兼ねてふれあい芋煮会を実施した。 

12 月 21 日（木） クリスマス会 

ジュースとケーキでクリスマス会を催

し、ボランティアのオカリナ演奏の後、

クリスマスカードと保護者会からプレゼ

ントをいただいた。 

 



期 日 行  事 実 施 結 果 

平成 30 年 

１月 18 日（木） 

成人の祝い 

・新年会 

成人の日を迎えた利用者を保護者ととも

に祝い励ます会を催した後、保護者会主

催による新年会を開催し、１年の始まり

を祝った。 

１月 20 日（土） 

〔北名古屋市商工 

会支援事業〕 

にしはるひま

わり作業所と

の合同餅つき

大会 

北名古屋市商工会青年部ＯＢ会の支援を

受け、にしはるひまわり作業所と一緒に

餅つきを行い、交流を図った。 

２月 23 日（金） 

〔尾張中央ロータ

リークラブ支援

事業〕 

にしはるひま

わり作業所と

の合同ボウリ

ング大会 

尾張中央ロータリークラブの招待を受

け、にしはるひまわり作業所と合同でボ

ウリング大会を行い、交流を図った。 

３月２日（金） 

航空自衛隊小

牧基地オープ

ン ベ ー ス

2018 招待 

航空自衛隊小牧基地で開催された航空シ

ョーの前日招待を受け、利用者の家族と

ともに参加し、家族間の親睦と自衛官と

の交流を図った。 

⑶ 施設内会議実施状況 

給食委員会    月１回 

支援計画作成会議 随時 

⑷ 職員研修 

別紙４のとおり 

⑸ 施設・設備の整備状況 

厨房洗米器バルブ交換    １０，７６８円 

ＬＥＤ灯交換工事      １８，２５２円 

送迎バス・スズキ修理   ２０７，８３４円 

引戸金具取替工事      ６４，８００円 

⑹ 主な奉仕の受入れ状況 

ボランティアグループ「虹」 

月２回（第２・第４木曜日）手伝い・セルプしかつ祭・社会見学・ふれあ

い芋煮会 

北名古屋市女性の会 

セルプしかつ祭・ふれあい芋煮会 

レインボーポッポ 

七夕会・クリスマス会 

⑺ 苦情の受付件数 

該当なし 



３ 日中一時支援事業実施状況 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律

第 123 号）第７７条第１項の規定に基づき、地域生活支援事業として自治体が実

施する日中一時支援事業を受託し、サービス等利用計画に基づき、利用者に対し

て必要なサービスを提供した。 

⑴ 運営状況 

障害者等の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援及び障害者

等を日常的に介護している家族の一時的な休憩を図った。 

ア セルプしかつ利用者 

利用者を介護している家族の就労に対する支援及び介護疲れを軽減した。 

イ 養護学校等中・高生 

夏休み等学校の長期休暇期間における日中活動の場として受け入れを行っ

た。作業体験を中心とし、利用者本人の学齢に合わせて支援した。 

⑵ 利用実績 

区 分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 

１時間 30 分～３時間 102 105 104 97 81 96 104 

３時間～５時間        

５時間～ 14   34 59   

計 116 105 104 131 140 96 104 

区 分 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 総 計 

１時間 30 分～３時間 94 100 96 93 104 1,176 

３時間～５時間       

５時間～  18 ３ １ 26 155 

計 94 118 99 94 130 1,331 

⑶ 利用者数（契約者数）（平成 30 年３月 31 日現在） 

区 分 人 数 

セルプしかつ利用者 33 人 

養護学校等中・高生 11 人 

そ の 他 ０人 

 


