平成２６年度(２０１４年度)
社会福祉法人 県央福祉会事業報告書
( HP //www.tomoni.or.jp

e－mail kenou@tomoni.or.jp )

Ⅰ．まとめ
東日本大震災から４年が過ぎました。被災地の復興の困難な状況にこころが痛む日々でした。また、上半期報
告書でも述べさせて頂きましたが、今年も猛暑とゲリラ豪雨・台風や竜巻など異常気象続きでした。
平成26年度も、社会のニーズにともない数多くの事業が立ち上りました。職員たちの困惑を招いたことには弁明
する余地もありません。
しかし、大和市柳橋に5月に小児科・内科「大和さくらクリニック」、9月に医療型特定短期入所「あおば」を開所し
た事は、当法人として初の医療部門への参入であり、社会的にも大きな意義のある取り組みでした。
平成２６(2014)年～平成３１(2019)年度の第３次中期計画(マスタープラン)では、事業の「拡大と成長期」から、職
員の専門性の獲得や保育・支援の質向上を図る「成熟期」へと方向転換の時期を迎え、平成27年度のあり方へと
繋げる年度となりました。
平成26年度は新規事業が多く、財政面では運転資金や賞与等のつなぎ資金不足に苛(さいな）まれ、苦しい年
度となりましたが、同時に年度の目標として掲げた「魅力ある事業所」「笑顔あふれる支援」「創造的で、個性的で、
選ばれる事業所」「福祉・介護に従事する職員の社会的地位（ステイタス）の向上と自尊心（プライド）の持てる職員
の専門性を高めること」に重点的に取り組んできました。

Ⅱ． 平成２６年度の主な事業展開
(1) 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26年４月１日の開所する。
(2) 相模原市東林間に「あさみどり保育園」を平成26年4月1日に開所する。
(3) 綾瀬市障害者自立支援センター「希望の家」の従たる事業所「エスポワール・パーネ」を平成２６年４月開所する。
(4) グループホーム「フランボワーズ上溝」を平成26年4月の開所する。
(5) 横浜市地域活動支援センター「スカイキング」を平成26年4月開所する。
(6) 横浜市内の「ともしびショップ」4店舗を、神奈川県手をつなぐ育成会」から平成26年4月に引継ぎN‐クラップの
作業場として再出発する。
(7) 「ミントハウス」の移転建て替え及び「きらら」分場を設置し平成26年4月開所する。
(8) 「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」平成26年4月開所する。
(9) 大和市柳橋に小児科・内科「大和さくらクリニック」を平成26年5月に開所、医療型特定短期入所事業を平成
２６年９月に開所する。
(10) 相模原市条例変更により、市街化調整地区内にある 「パステルパレット及びパステルファームケアセンター」を
当法人が全面使用する場合は、その土地・建物を所有することとなった。その対応として、賃借だった土地・建
物を購入、平成26年8月に改装工事を終了。当法人所有となった「生活介護事業・パステルパレット及び介護
保険事業・ほっぷ」として再出発する。
(11) 大和市西鶴間に保育所「西鶴間保育園」を平成27年2月に開園する。
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Ⅲ．評議員会・理事会開催
回

案

第1号議案 監事欠員に伴う新監事選任の件
第２号議案 事業の廃止及び事業変更の件

第62回
評議員会

議

実施日

5月26日

Ⅰ．事業廃止
①特定相談支援・一般相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

第151回

5月28日

理事会

「アイネットきたざと」
Ⅱ．事業変更
①特定相談支援・一般相談支援（地域移行支援）
「きらら相談支援事業」（移転：住所変更）
第３号議案 新規施設整備計画の件
①保育所「（仮称）西鶴間保育園」整備計画の件
②保育所「（仮称）湘南台南保育園」整備計画の件
第４号議案 新規事業の施設名称の件
①大和市／保育所 候補名：『西鶴間保育園』
②藤沢市／保育所 候補名：『湘南台南保育園』
第５号議案 銀行からの新規借入金及び借入金額変更の件
①新規借入
・法人運営資金
②借入金額変更
・パステルパレット改修工事に伴う借入金
第６号議案 基本財産担保提供承認申請の件
①「湘南台南保育園」の土地及び建物
第７号議案 定款変更の件
①基本財産の追加に伴う変更
・『湘南台南保育園』の土地
第８号議案 運営規程変更の件
①大和地区：共同生活援助「第３ゆりの木ホーム」
②大和地区：居宅介護「アイネット中央林間」
③大和地区：就労継続支援Ｂ型「クレイヨンピピー」
④川崎地区：生活介護「御幸日中活動センター」
⑤相模原地区：特定相談支援「きらら相談支援事業」
⑥相模原地区：一般相談支援（地域移行支援）「きらら相談支援事業」
⑦相模原地区：居宅介護支援「アイネットさがみはら」
⑧相模原地区：生活介護『相模原市立上九沢身体障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ」
第９号議案 平成２５年度（2013年度）事業報告の件
第１０号議 平成２５年度（2013年度）決算報告の件
第１１号議 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湘南台南保育園新築工事
②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
（空調入替改修工事）
第１２号議案 入札結果報告の件
①パステルパレット改修工事（２回目）
第１３号議案 監査結果報告の件
①障害者就業・生活支援センター事業「ぽむ」 4/11実施
第１４号議案 その他
①第３期マスタープラン（案）について
②社会福祉法人県央福祉会一般事業主行動計画の報告について
③その他

第63回
評議員会

7月24日

第152回
理事会

7月24日

第１号議案 ミントハウス移転前土地購入及び銀行からの借入の件
第２号議案 事業所長の変更の件
第３号議案 運営規程変更の件
①大和地区：児童発達支援「県央療育センター」
②大和地区：放課後等デイサービス「県央療育センター」
③海老名地区：生活介護「海老名市立わかばケアセンター」
④海老名地区：児童発達支援「海老名市立わかば学園」
⑤海老名地区：放課後等デイサービス「海老名市立わかば学園」
⑥海老名地区：特定相談支援「海老名市立わかば学園」
⑦海老名地区：障害児相談支援「海老名市立わかば学園」
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第４号議案
第５号議案
第６号議案

第７号議案

⑧川崎地区：就労継続支援Ｂ型「川崎市わーくす川崎」
⑨川崎地区：就労移行支援「川崎市わーくす川崎」
⑩藤沢地区：就労継続支援Ｂ型「かたくりの里」
実地指導等の結果報告の件
①かたくりの里
②ふじさわ爽風舎
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西鶴間保育園内装工事
②パステルパレット屋上防水工事
入札結果報告の件
①湘南台南保育園新築工事
②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（空調入替工事）
その他
①横浜市西部方面多機能型拠点（仮称）設置運営法人応募の件
②その他

第1号議案 任期満了に伴う評議員選任の件
第153回
理事会

9月24日

第２号議案 事業所名称変更の件
①大和地区：医療型特定短期入所（平成26年9月1日より開所）
「大和さくらクリニック」 → 候補名：「あおば」
（平成26年9月1日開所時より）
第３号議案 他法人事業所からの日本財団福祉車両の譲受について
第４号議案 あさみどり保育園の設備の変更について
第５号議案 銀行からの借入額変更の件
第６号議案 その他
①指導監査及び実地指導の報告
・保育所『石上保育園』
・保育所『若松保育園』
・保育所『あさみどり保育園』
・多機能型施設『エヌ・クラップ』
②その他

実施日：８／２６（火）
実施日：９／３（水）
実施日：９／３（水）
実施日：９／１１（木）

第１号議案 新規施設整備計画の件
①綾瀬地区：共同生活援助『（仮称）フロス寺尾』整備計画
第２号議案 新規事業所長の選任の件
①大和地区：保育所「西鶴間保育園」
第６４回
評議員会

11月20日

第３号議案 事業変更の件
①相模原地区：共同生活援助『ライム』（定員変更：サテライト追加）
第４号議案 銀行からの借入の件
①新規借入
②借入金額変更

第154回
理事会

11月21日
第５号議案 平成２６年度（２０１４年度）上半期事業報告の件
第６号議案 平成２６年度（２０１４年度）補正予算案の件
第７号議案 規則規程の制定及び変更の件
【新規制定】
①全ホーム部会 預り金等管理委員会規程
【変更】
①経理規程
②給与規程
③非常勤職員就業規則
④登録型訪問介護員の活動及び資金に関する規則
⑤利用者預り金等取扱規程
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第８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横浜市：いーじゃんホームスプリンクラー設置工事
②県域（大和市）：第３ゆりの木ホームスプリンクラー設置工事
③相模原市：マリーゴールドスプリンクラー設置工事
④相模原市：ラベンダーハイツスプリンクラー設置工事
⑤相模原市：ハーブの里スプリンクラー設置工事
⑥相模原市：ポプリの里スプリンクラー設置工事
第９号議案 入札結果報告の件
①西鶴間保育園内装工事
②パステルパレット屋上防水工事
第10号議案 指導監査・実地指導結果の報告について
①保育所『石上保育園』
②保育所『若松保育園』
③保育所『あさみどり保育園』
④居宅介護支援『アイネットさがみはら』
⑤（介護予防）訪問介護『アイネットさがみはら』
第11号議案 運営規程変更の件
①相模原地区：居宅介護支援『アイネットさがみはら』
②相模原地区：訪問介護/介護予防訪問介護『アイネットさがみはら』
③相模原地区：共同生活援助『ライム』
第12号議案 基本財産の処分の件
第13号議案 定款変更の件
第14号議案 その他
①川崎市中部リハビリテーションセンター指定管理者公募への応募の件
②相模原市福祉型児童発達支援センター整備事業者公募への応募の件
③横浜市西部方面多機能型拠点(仮称）設置運営法人応募結果の件
④その他
第１号議案 任期満了に伴う法人役員の改選の件
①評議員会で選任された理事の承認
②評議員会で選任された監事の承認
③理事長の選任
④常務理事の委嘱
第65回
評議員会

1月20日

第155回
理事会

1月21日

第２号議案 新規施設整備計画の件
①藤沢地区：多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型）
『（仮称）モンド湘南藤沢』 （平成２７年１２月１日開所予定）
②藤沢地区：保育所
『（仮称）善行北保育園』 （平成２８年４月１日開所予定）
③大和地区：多機能型事業所（生活介護・就労移行支援 ・
就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型）
『（仮称）わーくす桜舎』 （平成２８年４月１日開所予定）
第３号議案 事業の廃止及び事業変更の件
Ⅰ．事業廃止
①大和地区：『障害保健福祉圏域相談支援等ネットワーク形成事業
サポートセンター花音』
Ⅱ．事業変更
①相模原地区：保育所 『若松保育園』（定員変更）
②大和地区：児童発達支援・放課後等デイサービス
『やまと発達支援センターＷＡＮＴＳ』（定員変更）
第４号議案 規則規程の制定の件
①セクシャルハラスメント防止に関する規程
第５号議案 借入金の借入先変更について
第６号議案 その他
①『防災計画』について
②通所介護『ほっぷ』の実地指導結果について
③その他
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第156回
理事会

2月14日

第１号議案 任期満了に伴う法人役員の改選の件
①理事長の選任
②常務理事の委嘱
第１号議案 平成２７年度(2015年度)新規事業開設、事業変更の件
Ⅰ．新規事業
①大和地区：居宅介護支援事業（ｹｱﾏﾈ）『(仮称)つきみ野かりん』

第66回
評議員会

3月19日

第157回
理事会

3月20日

Ⅱ．事業変更
①大和地区：通所介護・介護予防通所介護
『デイサービスセンターかりん』（名称変更・定員変更・移転）
②大和地区：（介護保険）居宅介護支援・訪問介護・介護予防訪問介護
（総合支援法）居宅介護・重度訪問介護・移動支援
『アイネット中央林間』（移転）
③大和地区：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』（移転）
④大和地区：多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）
『ワークステーション・菜の花』（定員変更）
⑤大和地区：多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）
『ワークス桜舎』（定員変更）
⑥藤沢地区：多機能型事業所（生活介護・就労継続支援Ｂ型）
『ふじさわ爽風舎』（定員変更）
⑦海老名地区：児童発達支援・放課後等デイサービス
『海老名市立わかば学園』（定員変更）
⑧相模原地区：共同生活援助
『ライム』（定員変更：サテライト追加）
第２号議案 新規事業所の施設名称の件
①綾瀬地区／共同生活援助
候補名：『フロス寺尾』
②大和地区／居宅介護支援（ｹｱﾏﾈ） 候補名：『つきみ野かりん』
第３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４号議案 平成２７年度(２０１５年度)事業計画案の件
第５号議案 平成２７年度(２０１５年度)予算案の件
第６号議案 定款変更の件
①基本財産の追加に伴う変更：『湘南台南保育園』の建物
第７号議案 規則規程の制定及び変更の件
Ⅰ．新規制定
①経理規程
②決裁規程
Ⅱ．変更
①就業規則
②非常勤職員就業規則
③給与規程
④旅費規程
⑤登録型訪問介護員の活動及び賃金に関する規則
第８号議案 入札の結果及び見積合わせ結果報告の件
①県域（大和市）：第３ゆりの木ホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事（指名競争入札）
②横浜市：いーじゃんホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事（指名競争入札）→中止
③相模原市：マリーゴールドスｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事（指名競争入札）
④相模原市：ラベンダーハイツｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事（随意契約）
⑤相模原市：ハーブの里ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事（随意契約）
⑥相模原市：ポプリの里ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設置工事（随意契約）
第９号議案 銀行からの借入の件
第10号議案 指導監査及び実地指導結果の報告の件
①就労移行・就労継続Ｂ型『エヌ・クラップ』実施日：9/11
②障害者就業・生活支援センター『ぽむ』実施日：2/10
③横浜市障害者後見的支援事業『みどりのこかげ』実施日：3/11
④横浜市障害者就労支援ｾﾝﾀｰ『横浜中部就労支援ｾﾝﾀｰ』実施日：3/13
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第11号議案 その他
①『海老名市立わかば学園』・『海老名市立わかばケアセンター』
・『わかば学園』の改修工事終了に伴う移転について
②地域活動支援センター『コンパス』の綾瀬市委託事業の終了について
③他法人事業所からの日本財団福祉車両の譲受について
④その他

平成26年度 評議員会開催 ５回
理事会開催

７回
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