
令和２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 

社会福祉法人師勝福祉会（以下「当法人」という。）は、社会福祉法の趣旨にのっ

とり、社会福祉法人の公益性・非営利性を確保するという観点から、 

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 

を大きな柱とする質の高い福祉サービスを提供するため、当初の事業計画に基づき、

次のとおり事業を実施しました。 

１ 経営組織のガバナンスの強化 

執行機関の「理事会」は、基本的に三月に１回以上招集される理事会において、

職務の適正化を確保すべく、法人が取り組むべき内容を把握しつつ審議が尽くさ

れ、特に令和２年度は、知的障害者共同生活援助施設（以下「グループホーム」）

建設工事の適正な執行を図るため、社会福祉施設整備に係る契約事務の基準（令

和２年５月愛知県福祉局）に基づき、その都度、理事会を招集するなど、併せて

１０回の理事会が招集されました。 

監事にあっては、理事会において、職務の執行について適時適切な意見を述べ

ていただく一方、会計監査にあっては、中間監査を実施して財務会計に係るチェ

ック体制を強化し、会計処理のあり方について、その都度、的確な指示をいただ

きました。 

議決機関である「評議員会」は、各評議員それぞれの立場による経験から、さ

まざまな分野における考えを示していただきながら当法人の運営を監督し、その

牽制機能の役割を十分に果たしていただいています。 

２ 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、障碍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」の活動状況をホームページにより

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るととも

に、当法人定款第１９条第３項の規定に基づき、理事長の職務執行状況を３ヶ月

に１回ずつ報告することにより、事業運営の内容を明らかにしています。 

３ 経営基盤の強化 

令和２年度のセルプしかつの利用者は、前年度からの増減はなく４０人のスタ



ートとなりましたが、５月及び１１月に各１人が退所し、心身の状態により殆ど

「セルプしかつ」を利用できない利用者も４人となり、うち２人は利用を再開し

ているものの、２人の利用者が利用できず支援が難しい状況となっています。そ

の上、新型コロナウイルス感染症の予防のため、セルプしかつの利用を自粛する

利用者もあり、令和２年度介護給付費収入は前年度比８．０５％の減収となりま

した。 

生産活動事業収入については、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、途切れのない請負作業等を確保することが

でき、この新型コロナ禍の中にあっても、総額で２・１０％の増収となりました。

特に、喫茶業務にあっては、第１・第３水曜日のふれあい食事会が１年間に亘り

中止となったものの、四季折々のフェア開催や消費税分の加算による価格の改定

もあって増収となりました。一方、新型コロナ禍により各種行事が中止となり、

クッキー販売は大幅な減収となりました。このような環境の中、工賃上昇率を低

めに設定したこともあり、賞与を含む 1 人当たり月額工賃は若干減額となりまし

た。 

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利用者の作業や生活状況を

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、当法人の二つ目

の施設となる知的障碍者の親亡き後の生活の場であるグループホーム整備事業は、

国庫・県費補助事業として採択を受け、非常に限られた工期ではありましたが、

工程表どおり施工・完了し、名称も「グループホームしらさぎ」と決定しました。 

５ 職員の資質向上及び専門性の確立 

職員研修にあって、外部研修については新型コロナ禍の影響により殆ど中止と

なり計画どおりの執行はできませんでしたが、「採用時研修」や「事例研修」など

の「内部研修」を実施するとともに、種々の打合せや会議を通じた取組み、毎日

の業務終了後に行う報告会を通じて、職員の資質向上や専門性を高める環境を整

えています。 

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、グループホームの開設を含めた今後の法人運営・施設運営等事務の多岐

化に伴い、事務職員を１人採用する予定でしたが、結果として、採用には至りま

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・評議員会等開催状況 

⑴ 理事会 

令和２年５月２１日（木） 

第９号議案 専決処分の承認について 

第１０号議案 令和２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１１号議案 令和元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１２号議案 令和元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 

協議事項 

・ 社会福祉法人師勝福祉会定時評議員会の議案について 

令和２年６月１８日（木） 

第１３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１４号議案 業務委託契約の締結について 

第１５号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員の解任について 

第１６号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員候補者の選任について 

協議事項 

・ 社会福祉法人師勝福祉会評議員会の議案について 

令和２年７月７日（火） 

第１７号議案 社会福祉法人師勝福祉会知的障害者共同生活援助施設建設

工事請負業者の選定について 

令和２年７月２２日（水） 

第１８号議案 社会福祉法人師勝福祉会知的障害者共同生活援助施設（グル

ープホーム）建設工事に係る入札参加予定業者について 

令和２年８月２７日（木） 

第１９号議案 工事請負契約の締結について 

第２０号議案 借入金に関する担保物件について 



令和２年９月１０日（木） 

第２１号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第３

次補正予算について 

協議事項 

・ 社会福祉法人師勝福祉会評議員会の議案について 

報告事項 

⑴ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告〔令和２年８

月期〕について 

⑵ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算執行状

況〔令和２年８月期〕について 

⑶ （仮称）社会福祉法人師勝福祉会グループホーム建設工事の工程に

ついて 

令和２年９月１８日（金） 

第２１号議案［再議］ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収

支第３次補正予算について 

協議事項 

・ 社会福祉法人師勝福祉会評議員会の議案について 

報告事項 

・ （仮称）社会福祉法人師勝福祉会グループホーム建設工事の工程に

ついて 

令和２年１２月８日（火） 

第２２号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第４

次補正予算について 

第２３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 

第２４号議案 社会福祉法人師勝福祉会知的障害者共同生活援助施設（グ

ループホーム）の名称について 

協議事項 

・ 社会福祉法人師勝福祉会定時評議員会の議案について 

報告事項 

⑴ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告〔上半期〕に

ついて 

⑵ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算執行状

況〔上半期〕について 



令和３年３月８日（月） 

第１号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第５

次補正予算について 

第２号議案 令和３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 令和３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 指定共同生活援助事業所グループホームしらさぎ運営規程

の制定について 

第５号議案 指定共同生活援助事業所グループホームしらさぎ短期入所

運営規程の制定について 

第６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７号議案 社会福祉法人師勝福祉会職員就業規則の一部改正について 

第８号議案 社会福祉法人師勝福祉会第三者委員の選任について 

協議事項 

⑴ 社会福祉法人師勝福祉会評議員会の議案について 

⑵ 指定共同生活援助事業所グループホームしらさぎ入居者の選定に

ついて 

報告事項 

⑴ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告〔令和３年１

月期〕について 

⑵ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算執行状

況〔令和３年１月期〕について 

令和３年３月２２日（月） 

第９号議案 財産の取得について 

第１０号議案 借入金に関する担保物件について 

第１１号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員（公益的な事業の経営者）

候補者の選任について 

第１２号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員（社会福祉に関する学識経

験者）候補者の選任について 

第１３号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員（社会福祉法人に関し経験

のある税理士等）候補者の選任について 

第１４号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員（地域の福祉関係者）候補



者の選任について 

第１５号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員（地域の福祉関係者）候補

者の選任について 

第１６号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員（障害者施設の職員）候補

者の選任について 

第１７号議案 社会福祉法人師勝福祉会評議員（社会福祉に関し識見を有

する者）候補者の選任について 

第１８号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第

６次補正予算について 

協議事項 

・ 社会福祉法人師勝福祉会定時評議員会の議案について 

⑵ 監事監査 

令和２年５月８日（金）  定例監査  

令和２年１１月２０日（金）中間監査  

⑶ 評議員会 

令和２年６月１８日（木）定時評議員会 

第４号議案 専決処分〔令和２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〕の承認について 

第５号議案 令和２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６号議案 令和元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７号議案 令和元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 

令和２年６月１８日（木） 

第８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 

報告事項 

⑴ 業務委託契約の締結について 

⑵ 社会福祉法人師勝福祉会評議員の解任について 

⑶ 社会福祉法人師勝福祉会評議員候補者の選任について 

令和２年９月２９日（火） 

第９号議案 借入金に関する担保物件について 

第１０号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第３

次補正予算について 



報告事項 

⑴ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告〔令和２年８

月期〕について 

⑵ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算執行状

況〔令和２年８月期〕について 

⑶ 工事請負契約の締結について 

⑷ （仮称）社会福祉法人師勝福祉会グループホーム建設工事の工程に

ついて 

令和２年１２月２２日（火） 

第１１号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第４

次補正予算について 

報告事項 

⑴ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告〔上半期〕に

ついて 

⑵ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算執行状

況〔上半期〕について 

⑶ 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 

⑷ 社会福祉法人師勝福祉会知的障害者共同生活援助施設（グループホ

ーム）の名称について 

令和３年３月２２日（月） 

第１号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第５

次補正予算について 

第２号議案 令和３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 令和３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 

報告事項 

⑴ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業報告〔令和３年１

月期〕について 

⑵ 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支予算執行状

況〔令和３年１月期〕について 

⑶ 指定共同生活援助事業所グループホームしらさぎ運営規程の制定

について 

⑷ 指定共同生活援助事業所グループホームしらさぎ短期入所運営規



程の制定について 

⑸ 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 

⑹ 社会福祉法人師勝福祉会職員就業規則の一部改正について 

⑺ 社会福祉法人師勝福祉会第三者委員の選任について 

令和３年３月２２日（月） 

第４号議案 財産の取得について 

第５号議案 借入金に関する担保物件について 

第６号議案 令和２年度社会福祉法人師勝福祉会社会福祉事業収支第６

次補正予算について 

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 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 

現員 40 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 39 465 

イ 年齢                  （令和３年３月 31 日現在） 

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

男   １４ ５ ５  １ ２５ 

女  １ ８ ５    １４ 

合計  １ ２２ １０ ５  １ ３９ 

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

区分 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合計 

男   ５ ９ ６ ５ ２５ 

女   ２ ５ ５ ２ １４ 

合計   ７ １４ １１ ７ ３９ 

 



エ 対象地域別               （令和２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 ３５ 岩倉市 ４ 

 合 計 ３９ 

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〔㈱渡邊パッケージ〕 

おもちゃ等梱包作業〔㈱オオイシ〕 

ネジ検品・袋詰め〔小林産業㈱名古屋支店〕 

菓子箱詰め〔㈲ケイ・エスカンパニィー〕 

クランプ・ニップルタグ付け〔日之出化成㈱〕［新規］ 

自主製品 野菜販売・物品販売・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 段ボール回収業務〔北名古屋市） 

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

材センター等〕 

マスク販売 

(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） １２，５７２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（玉ねぎ・西瓜・里芋） 

花の生育活動（ロータリー花壇等） 

療育活動 すまいるアート（月１回） 

折り紙教室（月１回）［新規］ 

レクリエーション等（随時） 

ウ 年間行事 

別紙４のとおり 



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５のとおり 

⑸ 施設・設備の整備状況 

喫茶室・厨房空調設備設置     １，８８１，０００円 

手洗い場・トイレ水回り修繕       ９７，３７２円 

エアバスター〔オゾン発生器〕購入   １８１，５００円 

検温器付自動消毒器購入         ３３，０００円 

換気扇取替工事            ２１３，４００円 

合 計              ２，４０６，２７２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、社会見学、クリスマス会 

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 

障碍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碍者

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 91 82 104 105 93 107 112 

３時間～５時間        

５時間～     5   

計 91 82 104 105 98 107  

区 分 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 総 計 

１時間 30 分～３時間 105 104 101 93 102 1,199 

３時間～５時間       

５時間～   1   6 

計 105 104 102 93 102 1,205 

⑶ 利用者数（契約者数）（令和３年３月 31 日現在） 

区 分 人 数 

セルプしかつ利用者 ３５人 

養護学校等中高生  ５人 

そ の 他 ４０人 

 



＜ 別紙４ ＞ 

 

セルプしかつ年間行事 

月 行  事 実 施 結 果 

令和２年 

４月１日（水） 
入所式 

新たに１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。 

７月７日（木） 七夕会 
笹竹に願い事を飾って、利用者の健康と

作業の向上を願った。 

７月 27 日（月） 

７月 31 日（金） 

西瓜贈呈式 

西瓜割り 

セルプしかつで栽培した西瓜を北名古屋

市長へ贈呈し、野菜づくりの成果を報告

するとともに、西瓜割りを楽しんだ。 

８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。 

９月 13 日（日） 
北名古屋市 

総合防災訓練 

市の総合防災訓練が施設東の㈱光製作所

敷地内で実施され、利用者の家族にも呼

び掛けて参加した。作業室での避難訓練

の後訓練会場へ避難し、自衛隊により設

置された「機動支援橋」を渡るなど普段

できない体験をすることができ、有意義

な訓練となった。 

９月 24 日（木） 
歯科検診・ブラッ

シング指導 

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

施するとともに、ブラッシング指導した。 

10 月 18 日（金） 利用者健康診査 

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 21日（月）・ 

23 日（水）・ 

25 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。あわせて、インフルエン

ザワクチンを接種した。 

10 月 30 日（金） 社会見学 

ボランティアの協力を得て、野外民族博

物館リトルワールドへ出掛けた。三密を

避けるため、GoTo トラベルと GoTo イー

トのキャンペーンを活用して、観光バス

２台に分乗し、到着後は６班に分かれて

それぞれ散策しながら施設を見学した。

各班の自主性に任せ、昼食も自由に決定。

天候にも恵まれて両手一杯にお土産を抱

え、楽しい時間を過ごした。 

 



期  日 行  事 実 施 結 果 

令和２年 

11 月 16 日（月） 
里芋収穫 

春に植えた里芋は、夏の日照りで枯れて

しまったが、子芋や孫芋が何とか付き、

収穫できた。コロナ対策として、マスク

を着け、少人数に分かれて一列に並んで

の作業は、時間がかかったが、楽しく収

穫できた。コロナ禍の中、ふれあい芋煮

会は中止となったが、給食では秋の恵み

を満喫した。 

12 月 19 日（土） 

北名古屋市消防団

後方支援隊 

年末夜警 

市民が安心して年末を暮らし新年を迎え

ることができるよう、セルプしかつを拠

点として、北名古屋市消防団後方支援隊

による年末夜警が実施され、地域住民、

子どもたち、消防団、利用者やその家族

など、２００人近い人が参加。パトカー

の先導のもと、六ツ師ネオポリス地区を

中心に、「火の用心」「閉締り用心」と呼

び掛けた。夜警の後は、後方支援隊が調

理した豚汁や汁粉が提供され、参加者の

労がねぎらわれた。 

12 月 23 日（水） クリスマス会 

ボランティアのオカリナ演奏によるクリ

スマス会を催し、クリスマスカードと保

護者会からのプレゼントをいただいた。

演奏会の後は、利用者だけだったが、２

部屋に分かれ、ジュースとケーキでお祝

いした。 

令和３年 

１月 18 日（月） 

〔北名古屋市商工 

会支援事業〕 

北名古屋市商工会

青年部ＯＢ会「の

し餅」贈呈式 

コロナ禍の中、例年行われるにしはるひ

まわり作業所との合同餅つき大会は中止

となったが、「のし餅」と併せて、玩具な

どのいろいろな景品も利用者数分贈呈し

ていただくことになり、贈呈式を開催し

て交流を図った。景品は、ビンゴゲーム

で楽しみながら皆で分け、「のし餅」は雑

煮にして美味しくいただいた。 

１月 28 日（木） 新年会〔中止〕 

例年の保護者会主催による新年会は中止

となったが、給食を一段重箱の弁当タイ

プにして、保護者会からセルプしかつお

手製のケーキとプレゼントをいただき、

いつもと違った楽しい新年会となった。 

※ 新型コロナウイルス感染症予防のため中止となった行事・事業 

三施設合同運動会・セルプしかつ祭り・ふれあい芋煮会・尾張中央ロータリー

クラブ支援事業・地域ふれあい食事会（ふれあい食堂） 


