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Ⅰ．まとめ
平成25年度は、社会福祉法人県央福祉会の設立30周年という記念すべき年度でありました。しかし、東日本大震災から
３年が経過したにも関わらず、被災地の復興も福島第1原子力発電所の除染や汚染水対策もあまり進んでいないのが現
状です。
当法人にとって、ナトゥールハウスの利用者さんへの性的虐待事件から3年が経過しました。私どもは、二度と同じような事
件を侵さないという強い気持ちと、職員たちの人権意識や障がい者や高齢者の権利擁護に関する意識も高まり、事件後の取
り組みも、法人内の職員のみ留まらず、関係機関・関係者を招いて一般公開報告会を開催して参りました。そして、東洋大学
高山直樹教授の指導のもと「人権擁護ツール作成小委員会」活動を2年間に渡って続けてまいりました。
しかし、平成26年２月にサザンホーム松林において、入居者が自室にライターで火を付け煙に巻かれて死亡するという事
件が発生してしまいました。
県央福祉会は入所施設を持たず、障がいのある人たちが地域で当たり前に暮らせる社会と、障がいのある人もない人も共に
暮らせる共生社会を目指して、今日まで努力してまいりました。しかし、障がいのある人たちが少人数で地域で暮らせる環境は、
人員的にも環境的にも十分な状況ではありません。社会や行政・政治に係る人々がもっと関心を持って新しい仕組みを構築し
ないと、誰もが安心して暮らせる社会は実現しません。平成25年度の総括として、今後は法人役員及び職員ひとり一人が、地域
社会や行政・政治への働きかけと、一層の啓発活動や一般の人々たち意識の高揚が必要と思われます。
一方で、社会のニーズに応えここ数年、当法人の新規事業数は、毎年数か所づつ増え続け、職員不足や赤字事業所も
増加し、新規事業の抑制が叫ばれるようになりました。これらの声にも真摯に耳を傾けながら、社会のニーズと法人の力量を
鑑み事業の展開を適切に執行していきたいと思います。

Ⅱ． 平成２５年度の主な出来事
（１） 「コンフォート光ヶ丘」
（２） 「ファミリーナ宮下」

平成25年4月開所 。
平成25年4月開所。

（３） 生活介護・就労移行「ぽらーの上和田」を大和市上和田に１２月1日開所
（４） 生活介護事業「ピッコリーナ」として相模原市中央区上溝に平成26年３月１日に新築移転し開所
ミラクル

（５） きらら分場（従たる事業所）の分離独立し生活介護事業 「未来わかまつ」として25年4月開所。
（６） 現在の「パステルパレット及びパステルファームデイサービスセンター」（相模原市中央区麻溝台）の土地建物を
相模原市都市開発条例改正に基づき、この建物全体を社会福祉事業で使用するために、社会福祉法人が
土地建物を自己所有としなければならず購入する。
（７） 相模原市内の保育待機児童対策事業の一貫として、相模原市東林間に「あさみどり保育園（仮称）」を平成
26年4月開所
（８） 綾瀬市障害者自立支援センター「希望の家」の製パン部門の従たる事業所の設置計画は平成２６年４月開所
（９） 横浜市保土ヶ谷区天王町に、地域活動支援センター「ピッザ＆カフェ・スカイキング」26年4月開所
(10) 「ミントハウス」の移転建て替え及び「きらら」分場は平成25年4月開所
(11) 「県央療育センター」の建て替えとケアホーム・グループホーム「カーサ柳橋」の開所は平成26年4月開所
(12) 「パステルファームワーキングセンター」のバックアップ施設として、グループホーム「フランボワーズ上溝」が
平成26年4月開所
(13) 大和市柳橋に小児科・内科「大和さくらクリニック」と医療型特定短期入所事業「わかば」（仮称）を平成26年
5月と7月に開所予定で工事進行中
(14) 大和市西鶴間に大和市保育児童待機児童対策のために「西鶴間保育園」（仮称）を平成27年2月開所に
向けて準備中
(15) 藤沢市保育児童待機児童対策のために藤沢市湘南台2丁目に「湘南台南保育園（仮称）」を平成27年4月
開所に向けて準備中
（16） 「グランツ遠藤」の従たる事業「カナルの台所」と「ふじさわ爽風舎」の従たる事業所「ピーターパンダ」を一つ
の事業所にするために候補地を探している
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Ⅵ．評議員会・理事会開催
回

実施日

議
案
第１号 評議員で選任された理事の移植の件（定款第7条第1項）
第２号 平成２４年度(2012年度）事業報告書の件
第３号 平成２４年度(2012年度)決算報告の件

第５８回
評議員会

5月28日

第１４４回
理事会

5月30日

第4号 規則・規程変更の件
①運営規程の変更
②研修規程の変更
第5号

新規事業開設計画及び移転建て替え計画の件
①平成25年度新規事業開設計画
１）相模原地区/相模原市上九沢デイサービスセンターの従たる事業所の開設
②平成26年度移転建て替え計画
１）相模原地区/麻溝台「ミントハウス」の移転
２）大和地区/県央療育センター（25年度中は仮設の建物への移転）
③平成26年度新規事業開設計画
１）相模原地区/上溝ケアホーム・グループホーム「フランボワーズ上溝（仮称）」
開設計画
２）相模原地区/東林間「あさみどり保育園（仮称）」の開設計画
３）相模原地区/「きらら」分場の開設
４）大和地区/ケアホーム・グループホーム「カーサ柳橋（仮称）」の開設計画

第6号

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ふきのとう向生舎の厨房設備入札の件
②上九沢デイサービスセンターの従たる事業所入札の件

第7号
第８号

第１４５回
理事会

定款変更の件
その他
①平成24年度障害者就業・生活支援センター事業に係る経理監査の実施結果
報告
②若松保育園室区分変更に伴う部屋別定員変更訂正について
③法人設立30周年記念行事について
④その他

第1号

静岡銀行との当座貸越契約締結の件

第2号

事業所長変更の件
現所長
三浦創生舎
福田 正明
かたくりの里
黒岩 寛智
相模原地区
苦情解決委員
岸 茂子

6月24日

新所長
加藤 昭和
成澤 一之

交替時期
平成25年7月1日
平成25年6月1日

海老沢 祐次

平成25年6月1日

第3号 新規事業公募の件
①大和市大和東保育園整備計画の公募について
②川崎市ワークス日進町の指定管理の申請について
第4号

その他

第１号 平成25年度防衛施設周辺防音工事に伴うふきのとう向生舎空調設備取換工事に伴
う設計業者選定にかかる契約締結方法等の件
第２号

第146回
理事会

8月9日

県央療育センター仮施設整備工事に伴う施工業者選定にかかる契約締結方法等
の件（追認）

第３号

ふきのとう向生舎改修工事に伴う施工業者選定にかかる入札候補者の変更の件

第４号

入札結果報告の件
①ピッコリーナ移転新築工事
②県央療育センター仮施設整備工事

第5号

その他
①神奈川県障害サービス課からの指導「当法人の基本財産組入について（報告）」
に関する報告について
②その他
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第147回
理事会

9月25日

第１号

基本財産担保提供承認申請の件
①「第４ゆりの木ホーム」の土地建物
②「グランツ遠藤従たる事業所」の土地建物
③「若松保育園」の土地建物

第２号

定款変更の件

第３号

新規事業所長の選任及び変更の件

第４号

パステルパレット及びパステルファームデイサービスセンターの土地建物購入及び
登録免許税の減免申請、基本財産担保提供承認申請及び基本財産組入れの件

第5号

監査・実地指導等の結果報告に県
①保育所「若松保育園」
②指定（介護予防）通所介護事業「デイサービスセンターかりん」
③指定（介護予防）訪問介護事業、居宅介護支援事業「アイネット中央林間」

第６号

運営規程変更の件
①児童発達支援事業「県央療育センター」
②放課後等デイサービス事業「県央療育センター」

第７号

入札結果報告の件
①社会福祉法人県央福祉会ふきのとう向生舎防音補助事業（実施設計）

第８号

その他
①川崎市わーくす川崎の指定管理の応募結果について
②「障害者後見的支援運営法人委託」受託候補者の公募について
③藤沢市保育所設置法人運営の公募及び応募結果について
④川崎市北部地域療育センター指定管理の公募について
⑤大和市保健福祉センター食堂運営業務の公募について
⑥その他

第１号 新規事業の施設名称の件
①ぽらーの上和田
第２号

第５９回
評議員会
第148回
理事会

12月2日

新規事業所長の選任の件
①ぽらーの上和田開設準備室
②ぽらーの上和田

林 伸樹
林 伸樹

第３号

事業変更の件
①レモンハイツのユニット化の件
②ふきのとう舎従たる事業所桜ヶ丘ファクトリーの事業所の閉鎖の件
③ふきのとう向生舎ゼロワンの事業所閉鎖の件
④湘南北部療育センター保育所等訪問事業の再開の件

第４号

新規事業開設の件
①横浜市後見的支援制度委託事業の件
②大和市保健福祉センター内の食堂業務の委託について
③介護職員初任者研修事業の件
④生活困窮者に対する相談支援事業の件
⑤(仮称）横浜市保土ヶ谷区天王町「スカイキング」開設の件
⑥(仮称)大和さくらクリニックの件

第5号
第６号

平成２５年度（２０１３年度）上半期事業報告書の件
平成２５年度(２０１３年度)補正予算案の件

第７号

基本財産担保提供承認の件
①「第４ゆりの木ホーム」の土地建物
②「若松保育園」の土地建物

第８号

パステルパレット及びパステルファームデイサービスセンター改修工事及び登録免許税
減免申請、基本財産担保提供承認申請の件

第９号

事業所改修工事の件
①パステルパレット及びパステルファームデイサービスセンター改修工事及び銀行借入、
基本財産担保提供承認の件

12月3日

第10号 定款変更の件
第11号 経理規程の変更の件
第12号 設備及び施設整備に伴う施工業者選定にかかわる入札条件等の件
①パステルパレット改修工事入札の件
②(仮称）横浜市保土ヶ谷区天王町「スカイキング」整備改修工事入札の件
第13号 入札結果の件
①ふきのとう向生舎 厨房機器類入替え工事入札の件
第14号 その他
①神奈川県監査・実施指導報告
②大和市保育園の応募
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③上九沢身体障害者デイサービスセンター指定管理者選定結果報告
④上九沢身体障害者デイサービスセンター分場整備の中止いついて
⑤川崎市北部地域療育センターの指定管理の応募
⑥グランツ遠藤従たる事業所の土地建物の基本財産組入れの取りやめについて
⑦その他
第１号 定款変更の件
①基本財産の表記の訂正
②基本財産の追加に伴う変更
・『パステルパレット』の土地建物
・『ピッコリーナ』の建物
第２号 基本財産担保提供承認申請の件
①「ピッコリーナ」の建物
第６０回
評議員会

1月15日

第１４９回
理事会

1月15日

第３号 事業変更の件
①ラベンダーハイツ定員増（ピッコリーナ移転跡地）
第４号 新規事業開設（事業の分離統合）の件
①やまとＩＣＴセンター、ダンデリヨン、ふきのとう舎印刷部門の統合
第5号 運営規程変更の件
第６号 （仮称）あさみどり保育園の施設整備事業の追加工事発注及び借入実施の件
第７号 後見的支援事業開始と中山みどり園生活自立アシスタント事業の移転の件
第８号 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）大和さくらクリニック整備改修工事
第9号 職員資格取得に伴う貸付規程の新設及び廃止の件
第10号 給与規程等の変更について
第11号 指導監査・実地指導結果の報告について
第12号 その他
①（仮称）大和さくらクリニック収支計画について
②その他
第１号 定款変更の件
①理事の定数の変更
②常務理事の定数の変更
第２号 理事欠員に伴う新理事選任の件

第61回
評議員会

3月17日

第１５０回
理事会

3月19日

第３号 平成２６年度（2014年度）新規事業開設、事業変更及び事業廃止の件
Ⅰ．事業廃止について
①短期入所事業「ファミリーナ宮下」
②通所介護事業「ほっぷ」
Ⅱ.新規事業について
①短期入所「（仮称）カーサ柳橋」
②多機能型事業所「（仮称）川崎市わーくす川崎」及び
③特定相談支援「（仮称）川崎市わーくす川崎」
④障害児相談支援・特定相談支援「湘南北部療育センター」
⑤特定相談支援・一般相談支援（地域移行支援・地域定着支援）
「パステルパレット」
Ⅲ．事業変更
①多機能型事業所「ふきのとう舎」の従たる事業所(ダンデリヨ)の
分離及び定員変更
②多機能型事業所「ワークステーション・菜の花」従たる事業所
（ＩＣＴセンター）の分離
③生活介護「パステルファームワーキングセンター」従たる事業所の
運営日の変更
④多機能型事業所「綾瀬市障害者自立支援センター希望の家」従たる事業所
の追加及び定員
⑤共同生活介護「ファミリーナ宮下」の定員変更
⑥多機能型事業所「エヌ・クラップ」ともしびショップ４店舗の運営の追加
⑦川崎市障害者就労援助センター「百合丘就労援助センター」補助金事業の
内容の追加
⑧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
第４号 障害者総合支援法の改正による共同生活介護、共同生活援助の、共同生活援助への
一元化
第5号 新規事業所の施設名称及び事業所名称変更
第6号 新規事業所長の選任及び変更、苦情解決責任者の変更の件
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第7号 平成２６年度(2014年度)事業計画案
第8号 平成２６年度(2014年度)予算案
第9号 入札結果報告
第10号 規則規程変更
第11号 銀行からの借り入れの件
第12号 監査及び実地指導等の結果報告の件
①障害者就業・生活支援センター事業「ぽむ」
②横浜市地域活動支援センター「ウイアー」の監査結果
③共同生活介護・援助「サザンホーム松林」の監査結果
第13号 その他
①相模原地区「相談支援キーステーション」について
②大和市の保育所「（仮称）西鶴間保育園」の応募結果について
③川崎市北部地域療育センターの指定管理の応募結果について
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