（1）2018年（平成30年）8月

会

平成29年度（2017年）
１. 平成29年法人標語
『愛は寛容であり、愛は情け深い。また、ねたむことをしない』
- コリント人への手紙 第13章4節 -

２. 主な事業
(1) 社会福祉法人制度改革への取り組み
・公認会計士事務所と契約を締結し、会計監査人による各拠点へ
の往査(期中監査)を受け事業運営の透明性の向上や財務規律
の強化を図る。
(2) 防犯対策への取り組み
・危機管理委員会による不審者対応訓練の実施(9月27日)
・国・市の補助金を受け防犯カメラや防犯フェンス等を設置する
(7施設)。
(3) 新採用職員研修の通年実施
・年間を通じて様々なテーマを設定し、研鑽の機会を増やす事に
より新採用職員のスキルアップ等、人材育成に努めた。
(4) 地域貢献事業への取り組み(地域貢献委員会)
・生活困窮者向け「ふれあいサロン」を毎月第3土曜日(10時〜15
時)アシェルにて定期開催した。また、福祉施設体験ツアー(7月
24日)を野の花・はまなす荘にて開催し、近隣小学校より4年生
〜6年生8名が参加する。
その他、
小学校への出前講座(1月31日)で
法人・福祉の仕事の紹介、車椅子体験等を実施する。
(5) 福島整肢療護園将来ビジョンについて
・検討内容を「(仮称) ひかりの丘療育センター構想Vr.1」として
まとめ、福島県及びいわき市へ、医師確保への全面的協力要請
と建替えに向けた補助について要望書を提出した。
(6) 利用者権利擁護の視点からの取組み
・虐待防止遂行のため、はまなす荘において虐待防止モデル事業
を実施し、
ワークショップを通して虐待防止への取組みを行う。
(7) 就労継続A型事業所の経営安定化に向けて(つばさ)
・経営改善計画書をいわき市に提出し、A型事業所としての採算
性をはっきりさせ、
企業的発想での経営努力を推し進めるため、
就労移行支援事業との分離を決め、平成30年2月いわき市へ単
独の新規事業所としての届出書を提出する。
(8) 喀痰吸引等研修事業の実施(12月11日〜12日)
・研修登録事業所としての指定を受けている野の花ホームが中
心となり、喀痰吸引等3号研修(特定の者)を実施する。受講者：
法人職員6名、他法人職員1名
(9) 施設機能見直しの検討について
・人材難の解決及び発達障がいに特化した事業の展開を図るた
め、はまぎく荘を発達障がいに特化した生活介護事業とショー
トステイ事業の多機能型とする計画で、そのために、はまなす
荘の定員を一時的に増員し、新規グループホームを開設するな
ど、総務部や施設会計担当もメンバーに加えて検討して行く。
(10) 障がい児者支援センター「エリコ」の活用
・地域貢献の一環として地域住民への貸し出し開放や、障がい児
者と地域住民との交流スペースとしての活用、更には、法人各
種イベント開催や研修・会議場所として活用している。

３. 受託事業
(1) 福島県障害福祉サービス基盤整備支援アドバイザー事業（福島
県より受託）
(2) 介護職員初任者養成研修事業（福島県より受託/11名参加）
研修期間 : 平成29年8月26日〜12月2日
(3) 発達障害者就労・生活支援機能強化事業（いわき市より受託）
(4) 精神障がい者向け訓練実施支援事業（福島県より受託）
(5) 障害児(者)地域療育支援事業(いわき市より受託)
(6) 就労準備支援事業(いわき市より受託)

４. 補助事業（国・県・市・民間）
◯ 国・県・市補助金等による事業
(1) 事業名 : 赤井ホーム・小川郷ホーム スプリンクラー設置工事
実施施設 : 共同生活援助事業所シーズ
補助者 : 国・市
事業費 : 総事業費
8,164,800円
補助金
6,548,666円
自己資金
1,616,134円
事業完了 : 平成30年1月31日
(2) 事業名 : 障がい者支援施設等における防犯対策の強化に係る
整備事業
実施施設 : カナン村・はまなす荘・野の花ホーム・はまぎく荘・つ
ばさ・かがやき・はまゆう
補助者 : 国・市
事業費 : 総事業費
21,622,356円
補助金
20,536,464円
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自己資金
1,085,892円
事業完了 : 平成３０年３月３１日
◯ 民間資金補助金等による事業
(1) 事業名 : ポポロ製パン機器整備補助事業
補助者 : (福)福島県共同募金会
事業費 : 総事業費
4,020,300円
補助金
3,000,000円
自己資金
1,020,300円
事業完了: 平成29年6月29日
(2) 事業名 : カナン村福祉車両整備事業
補助者 : (公財) 中央競馬馬主社会福祉財団
事業費 : 総事業費
2,500,000円
補助金
1,390,000円
自己資金
1,110,000円
事業完了 : 平成30年3月1日
◯ 自己資金による主な事業
(1) 事業名 : はまぎく荘厨房エアコン交換工事
事業費 : 3,348,000円
事業経過 : 平成29年4月29日完了
(2) 事業名 : 福島整肢療護園第３病棟改修（病棟統合）工事
事業費 : 40,048,000円(29年度分)
事業経過 : 平成29年5月31日竣工
(3) 事業名 : はまなす荘照明器具LED化工事
事業費 : 2,160,000円
事業経過 : 平成29年8月10日完了
(4) 事業名 : アシェル外部改修等工事
事業費 : 13,305,600円
事業経過 : 平成29年8月29日完了
(5) 事業名 : 光の家浄化槽改修工事
事業費 : 19,353,600円
事業経過 : 平成30年2月15日完了
(6) 事業名 : カナン村ピッチ対応ナースコールシステム工事
事業費 : 3,294,000円
事業経過 : 平成30年2月23日完了

５. 理事会、評議員会開催状況
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

理事会
：平成29年 5月29日
定時評議員会 : 平成29年 6月14日
理事会
: 平成29年 6月14日
理事会
: 平成29年 9月20日
評議員会
: 平成29年10月 3日
理事会
: 平成30年 1月24日
評議員会
: 平成30年 2月 2日
理事会
: 平成30年 3月19日
評議員会
: 平成30年 3月27日

６. 法人職員研修会(研修委員会主催)
(1) 新採用職員研修会 ：平成29年 ①4月13〜14日 ②20〜21日
(2日間)
(2) 新採用職員研修会（医療的ケアについて）
：平成29年5月19日
(金)
(3) 新採用職員研修会（食事について）
：平成29年6月16日(金)
(4) 新採用職員研修会（介護技術について）
：平成29年7月21日(金)
(5) 新採用職員研修会（本人中心の支援について）
：平成29年8月
18日(金)
(6) 新採用職員研修会（リスクマネジメントについて）
：平成29年
10月20日(金)
(7) 新採用職員研修会（権利擁護・虐待について）
：平成29年11月
17日(金)
(8) 新採用職員研修会（法人内施設・事業所見学研修）
：平成29年12
月15日(金)
(9) 新採用職員研修会（法人内施設・事業所見学研修）
：平成30年1
月18日(木)
(10) 権利擁護・成年後見制度について：平成30年1月19日(金)
(11) 気持ちとやる気のセルフ・マネージメント：平成30年2月16
日(金)
(12) 新採用職員研修会（一年間の研修を振り返る）
：平成30年2月
16日(金)

７. 表彰関係
(1) 法人役職員表彰(平成29年6月2日)
＊理事長表彰(法人役員1名) ＊永年勤続表彰(施設職員１名)
(2) 平成29年度全国社会福祉大会(平成29年11月22日/東京都)
＊大会会長表彰(1名)
(3) 第43回いわき市総合社会福祉大会(平成29年11月22日/市内)
＊大会会長表彰(20名)
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