
平成２８年度 社会福祉法人よるべ会 

事業報告 
 

 平成２８年度社会福祉法人よるべ会は、その事業計画に添って、平成

２９年度施行となる「社会福祉法等の一部を改正する法律」に対応する

準備を行い、また施設の経年劣化による改修工事やグループホームの移

転等実施することが出来た。更に前年度より課題となっていた労務管理

改善策について職員の同意に基づき平成２９年度実施に至ることが出来

た。 

 「よるべ沼代」において、極めて残念なことだが、平成２８年１１月

５日利用者の方が転倒による頭部打撲により、緊急搬送され山近記念総

合病院に入院し、治療を受けたが１１月７日永眠された。１１月１２日

「よるべ沼代」さくら館にてご家族、保護者会の皆様、利用者、職員で

お別れ会を行い、１１月１３日皆揃って最後のお見送りをした。施設で

は原因の究明を基に改善の実施と一層の安全対策を図り、再発防止の強

化を行った。 

 また、同年７月「津久井やまゆり園」で起きた悲惨な事件は大きなシ

ョックと利用者の方々に不安を生じたが、改めて障害のある人もない人

も共に命の尊さをしっかり確め、一歩一歩の歩みを大切にしあい、誰も

が地域で安心して生きる社会づくりの大切さを強く認識する出来事であ



った。 

【１】平成２８年度 主な報告について 

■ 社会福祉法人制度改革の施行に向けての準備 

   ５月以降、重ねられた県や社会福祉協議会の説明会等により改正内容の把握

に努め、１０月、１１月、１２月と理事会・評議員会での検討準備を重ね評議

員選任解任委員会規程、評議員選任解任委員の選考、評議員案、新理事・監事

案、役員報酬規程、経理規程改正、定款変更案等の決議を行い、定款変更申請

に至った。その承認を受け、３月８日、評議員選任解任委員会にて４月からの

評議員が選任された。 

 

■ 各施設・事業所の経年劣化等への対応 

 ＊「ＳＰ企画」エアコン更新設置工事 

   ４月１３日 工事会社（明巧舎）と契約、５月１７日工事終了 

 ＊「よるべ沼代」浴室給湯設備更新工事 

   ６月７日３社による工事内容説明会、７月２８日見積り合わせにより工事会

社（菱和設備（㈱））と契約、９月３０日工事完了 

 ＊グループホーム「かめりあホーム」移転 

   ５月２９日大家様と共に地鎮祭、７月１７日上棟式、１０月２１日新ホーム

２棟完成、引き渡しを受け、１０月末に引っ越しが終わり１１月より新生活

がスタートした。 

 

■ 法人内施設・事業所等の有効な連携づくり及び利用者の権利擁護の対応 

   ＩＳＯ品質マネジメントシステムに組み込み、各施設・事業所における品質 

活動計画に添って取り組み、毎月の品質委員会で実施状況の確認を行った。 

 

■ 人材確保に向けての検討・実施 

   新聞折り込み広告を重ねたが、常勤職員の確保に至らず、非常勤職員の採用 

と職員１名の人事異動により欠員の対応を行った。年度末での３名の退職があ

り、その対応としてインターネットによる求人広告会社との契約を行い確保に

繋がった。また、採用基準の有効な情報ツールとしてホームページの改良の検

討を行っている。 

 

■ 職員労務管理の改善 

    平成２８年７月より社会保険労務士事務所との相談・指導契約を行い、一昨

年度より課題となっていた労務管理改善策についての検討を重ねて平成２９

年１月、改善策がまとまり、２月職員の同意、理事会承認を経て、平成２９年



４月より主に給与締日（１５日→末日）給与支給日（当月末日→翌月２０日）

とする就業規則・給与規程の改定を行った。それにより就業時間、公休、年次

有給休暇等の正確な把握と算出確保、労災、私傷病休暇、育児・介護休業等の

手続き等の明確化が図られることとなった 

 

【２】事業 

（１）障害者支援施設・障害福祉サービス事業所「よるべ沼代」の設置経営 

（２）障害福祉サービス事業所「コスタ・二宮」の設置経営 

（３）障害福祉サービス事業所「梅香園」の設置経営 

（４）福祉型障害児入所施設「わらべの杜」の設置経営 

（５）障害者就業・生活支援センター事業等「障害者支援センターぽけっと」

の実施・運営 

（６）共同生活援助事業「かめりあホーム」「ナスカの家」「一色ハウス」「湘

南ビレッジ」「エピナールホーム」「ポラリスホーム」「あずさの家」「ポ

プラの家」の設置経営 

（７）障害者短期入所事業の実施「よるべ沼代」「わらべの杜」 

（８）地域生活支援事業・日中一時支援事業「よるべ沼代」「コスタ・二宮」 

   「梅香園」 

（９）相談支援事業「障害者支援センターぽけっと」「よるべ沼代」「梅香園」 

     「コスタ・二宮」「わらべの杜」 

【３】理事会・評議員会・委員会の開催状況及び議案 

 ５月１８日 監事監査（岩渕壽郎監事・安西美彦監事） 

 ５月２７日 第１２３回理事会 

 第１号議案 平成２７年度事業報告(案)  

第２号議案 平成２７年度決算報告(案) 

第３号議案 よるべ沼代浴室給湯設備更新工事（案） 

第４号議案 第１次補正予算（案） 

第５号議案 わらべの杜相談支援事業（案） 

         第５５回評議員会 

第１号議案 平成２７年度事業報告(案)  

第２号議案 平成２７年度決算報告(案) 



第３号議案 よるべ沼代浴室給湯設備更新工事（案） 

第４号議案 第１次補正予算（案） 

第５号議案 わらべの杜相談支援事業（案） 

１０月７日 第１２４回理事会 

第１号議案 （１）役員の任期満了に伴う選任 

         （２）理事長の選任 

（３）職務代理者の指名 

（４）顧問の選任 

第２号議案 平成２８年度上半期報告（案）    

            第３号議案 平成２８年度第２次補正予算（案） 

第４号議案 運営規定改定（案） 

１０月７日 第５６回評議員会 

第１号議案 役員の任期満了に伴う選任 

第２号議案 平成２８年度上半期報告（案）    

            第３号議案 平成２８年度第２次補正予算（案） 

第４号議案 運営規定改定（案） 

 

１１月１８日 第１２５回理事会 

第１号議案 定款変更（案） 

                  第２号議案 評議員選任・解任委員会細則（案） 

 

１１月１８日 第５７回評議員会 

第１号議案 定款変更（案） 

                  第２号議案 評議員選任・解任委員会細則（案） 

 

１２月１６日 第１２６回理事会 

第１号議案 評議員の任期満了に伴う第９期評議員の選任 

                  第２号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任 

                  第３号議案 平成２９年度よるべ沼代日中活動の変更（案） 

               第４号議案 諸規程制定改定（案） 

 

１２月１６日 第５８回理事会 

第１号議案 平成２９年度よるべ沼代日中活動の変更（案） 

                  第２号議案 諸規程制定改定（案） 

 

２月１７日 第１２７回理事会 

第１号議案 神奈川県指導監査の結果 

                  第２号議案 就業規則・給与規程の改定 



 

３月８日 第１回評議員選任解任委員会 

３月１７日 第１２８回理事会 

第１号議案 平成２８年度第３次補正予算(案)  

第２号議案 平成２９年度事業計画書（案） 

第３号議案 平成２９年度当初予算(案) 

第４号議案 諸規定の改定(案)  

 

３月１７日 第５９回評議員会 

第１号議案 平成２８年度第３次補正予算(案)  

第２号議案 平成２９年度事業計画書（案） 

第３号議案 平成２９年度当初予算(案) 

第４号議案 諸規定の改定(案) 

第５号議案 理事３名の退任に伴う新理事の選任 

 

【４】その他主な会議等について 

①執行委員会 

4/25,5/30,6/27,8/1,8/29,9/26,10/31,11/28,12/26,1/30,2/27,3/27 

②運営会議 

4/11,5/16，6/13,7/11,8/17,9/12,10/11,11/14,12/12,1/18,2/13,3/13 

③品質委員会 

4/25,5/30,6/27,8/1,8/29,9/26,10/31,11/28,12/26,1/30,2/27,3/27 

④職員全体会議 

4/16,6/18,8/20,10/19,12/24,2/18,3/18 

⑤ＩＳＯ内部監査 6/21・22・23,11/15・16・17 

⑥ＩＳＯ維持審査 11/24・25 

⑦よるべ会保護者会 4/16（総会），6/18（よるべ沼代清掃） 

9/17（合同研修会），12/3（よるべ沼代清掃） 

   ⑧梅香園みのり会 4/12（総会），各月 

⑨神奈川労働局職業安定部「ぽけっと」監査 5/13,12/13 

   ⑩ＪＳＹネット会議 9/30,2/16 

   

【５】広報活動事業 

瓦版よるべ発行夏号（Ｎｏ５７） 

■ 「障害者支援センターぽけっと」のご紹介 

■ 平成２８年度事業計画 



■ 平成２８年度の新たな事業について 

■ 平成２７年度事業報告と決算の概要 

■ お知らせ・よるべカレンダーのご案内等 

■ 各事業所からのニュース 

■ ご寄附・ご協力・お見舞い・訃報・「ふわふわ」 

瓦版よるべ発行１月新春号（Ｎｏ５８） 

■ ２０１７年を迎えてのご挨拶 

■ 「よるべ沼代・地域生活支援課」のご紹介 

■ 理事会・評議員会より／共同募金配分決定の御礼 

■ よるべ会「お祭り」地域とのふれあい 

■ 各事業所からのニュース 

■ ご寄附・ご協力・お礼・訃報・「ふわふわ」 

     

 

【６】借入金償還状況          平成２９年３月３１日現在 

 

２７年度末 ２８年度末
借入金（残高） 借入金（残高）

２８年度償還額 ２８年度借入額

74,000,000

331,088,000

借　入　先

257,088,000 17,764,000 0

2,400,000

20,164,000合　　　計

独立行政法人
福祉医療機構

神奈川会福祉協議会

239,324,000

71,600,000

310,924,000

0

0



 

辞令交付式 21日 （火） ＩＳＯ内部監査～23日迄

栄養士巡回（地域） 22日 （水） コスタ食品会議・ぽけっと会議

２日 （土） 身体測定（沼代） 23日 （木） ホーム会議（地域）

４日 （月） 橘北社会福祉協議会主催「お花見」参加（沼代） 24日 （金） 栄養士巡回（地域）

コスタ会議

５日 （火） 児童各学校入学式 25日 （土） 家族懇談会（ぽけっと）

６日 （水） ぽけっと会議 27日 （月） 執行委員会・品質委員会

７日 （木） コスタ食品会議・ポプラの家会議 30日 （木） 看護師巡回（地域）

工賃支給日・あずさの家会議 7月 １日 （金） ぽけっと会議

看護師巡回（地域） ４日 （月） 健康診断①

頑張っている会総会（地域） ５日 （火） みのり会（梅香園）

よるべ会保護者会役員会 コスタ会議

11日 （月） 運営会議 研修委員会・あずさ会議

12日 （火） みのり会総会（梅香園） 工賃支給日・ポプラ会議

よるべ会保護者会総会 栄養士巡回（地域）

職員全体会議 11日 （月） 健康診断②・運営会議

会議・クラブ・誕生日会（沼代） 12日 （火） わらべ会議

クラブ（コスタ）・誕生日会（梅香園） 13日 （水） ユニット会議

オープンスペース（ぽけっと） 二宮工業団地理事会（コスタ）

17日 （日） サッカー交流会（わらべ） 看護師巡回（地域）

18日 （月） 工業団地理事会（コスタ） 会議・誕生日会（沼代）

19日 （火） ユニット会議（わらべ） レクリエーション（コスタ）

21日 （木） 通所家族会（コスタ） 会議・誕生日会（梅香園）

22日 （金） ＫＷネット総会 登録者勉強会（ぽけっと）

25日 （月） 執行委員会・品質委員会 レクリエーション（コスタ）

26日 （火） ぽけっと会議・看護師巡回（地域） 19日 （火） 看護師巡回（地域）

27日 （水） ぽけっと会議 寺内タケシコンサート鑑賞

28日 （木） ホーム会議（地域） 小田原園芸夏祭り参加

29日 （金） 栄養士巡回（地域） 21日 （木） ホーム会議（地域）

5月 １日 （日） レクリエーション（ぽけっと） 梅香園納涼祭

２日 （月） 看護師巡回（地域） レクリエーション（コスタ）

４日 （水） レクリエーション（地域） 執行委員会・品質委員会

５日 （木） レクリエーション（沼代） ＩＳＯワーキング・ぽけっと会議

６日 （金） 栄養士巡回（地域） 29日 （金） 栄養士巡回（地域）

７日 （土） レクリエーション（コスタ） 執行委員会・品質委員会

９日 （月） あずさの家会議 レクリエーション（わらべ）

工賃支給日・みのり会 ２日 （火） ぽけっと会議

ぽけっと会議 ３日 （水） 看護師巡回（ホーム）

わらべ会議・ポプラの家会議 ４日 （木） コスタ会議・あずさ会議

11日 （水） コスタ会議・わらべ会議 ５日 （金） ポプラ会議・栄養士巡回（地域）

12日 （木） ぽけっと会議 ６日 （土） よるべ夏祭り

13日 （金） 神奈川労働局監査（ぽけっと） ９日 （火） 食品会議（コスタ）・ぽけっと会議

14日 （土） 会議・誕生日会（梅香園） 10日 （水） 工賃支給日・看護師巡回（ホーム）

16日 （月） 運営会議・二宮町工業団地理事会 11日 （木） 夏季休暇～15日迄

17日 （火） コスタ会議 12日 （金） レクリエーション（沼代）

18日 （水） よるべ会監事監査 13日 （土） オープンスペース（ぽけっと）

21日 （土） 県西地区みんなのつどい参加 17日 （水） 運営会議

24日 （火） 看護師巡回（地域） 職員全体会議

25日 （水） ぽけっと会議 会議・誕生日会（沼代）

26日 （木） ホーム会議（地域） クラブ（コスタ）・誕生日会（梅香園）

よるべ会理事会・評議員会 一泊旅行（わらべ）

栄養士巡回（地域） みのり会（梅香園）

28日 （土） 会議・誕生会（沼代） ホーム会議（地域）

執行委員会・品質委員会 看護師巡回（ホーム）

ＩＳＯワーキング・ぽけっと会議 26日 （金） 栄養士巡回（地域）

6月 １日 （水） 研修委員会 執行委員会・品質委員会

３日 （金） 栄養士巡回（地域） ぽけっと会議

ＫＷネット相談日（沼代） JSYネット定例会

身体測定（沼代） 野球観戦（天候により中止）

７日 （火） みのり会（梅香園）・コスタ会議 9月 １日 （木） ぽけっと会議

８日 （水） ぽけっと会議 栄養士巡回（地域）

９日 （木） あずさ会議 オープンスペース（ぽけっと）

工賃支給日・ぽけっと会議 ６日 （火） 食品会議（コスタ）・あずさ会議

ポプラ会議 ７日 （水） ポプラ会議

13日 （月） 運営会議 ８日 （木） コスタ会議

14日 （火） わらべ会議 ９日 （金） 工賃支給日

15日 （水） 歴史そば会（梅香園） 12日 （月） 運営会・ぽけっと会議

17日 （金） 看護師巡回（地域） 14日 （水） 看護師巡回（地域）

よるべ会保護者会清掃 よるべ会保護者会勉強会（沼代）

よるべ会保護者会 会議・誕生日会（沼代）

職員全体会議 クラブ（コスタ）

会議・誕生日会（沼代） 会議・誕生日会（梅香園）

クラブ（コスタ）・誕生日会（梅香園） 20日 （火） 看護師巡回（地域）

オープンスペース（ぽけっと） 21日 （水） ぽけっと会議

19日 （日） サッカー交流会（わらべ） 梅香園一泊旅行～23日

身体測定（沼代） 横浜ナイスハートバザール参加～26日迄

看護師巡回（地域） 23日 （金） 面接練習会（ぽけっと）

９日 （土）

16日 （土）

平成28年度事業経過

４月 １日 （金）

８日 （金）

30日 （月）

５日 （日）

10日 （火）

27日 （金）

20日 （月）

７日 （木）

10日 （金）

18日 （土）

16日 （土）

20日 （水）

８日 （金）

14日 （木）

8月 １日 （月）

20日 （土）

23日 （土）

25日 （月）

29日 （月）

30日 （火）

23日 （火）

25日 （木）

22日 （木）

２日 （金）

17日 （土）



執行委員会・品質委員会 13日 （火） 神奈川労働局監査（ぽけっと）

ＩＳＯワーキング・ぽけっと会議 16日 （金） 栄養士巡回（（地域））

28日 （水） 看護師巡回（地域） コスタクリスマス会

通所保護者会（コスタ） フェスタ２０１６（梅香園）

ホーム会議（地域） バス旅行（わらべ）

30日 （金） 栄養士巡回（地域）

10月 １日 （土） 共同募金参加（各事業所）

２日 （日） ＫＷネット相談日（沼代） クリスマス会（沼代）

３日 （月） 研修委員会 看護師巡回（地域）

みのり会（梅香園） 23日 （金） ハートフルキャンペーン参加

わらべ会議 24日 （土） 全体会議

沼代遊心班一泊旅行 執行委員会・品質委員会

ＫＷネット相談日（梅香園） ぽけっと会議

６日 （木） コスタ会議・あずさ会議 餅つき（沼代・コスタ）

理事会・評議員会 冬休み開始（梅香園）

ポプラ会議 29日 （木） 冬休み開始（各事業所）

栄養士巡回（（地域）） 30日 （金） 餅つき（わらべ）

８日 （土） 身体測定（沼代） ポプラ会議

９日 （日） 小田原短期大学バザー参加 栄養士巡回（（地域））

10日 （月） 工賃支給 新年会（法人全体）

11日 （火） 運営会議 コスタ会議・あずさ会議

12日 （水） ぽけっと会議 ８日 （日） ポプラ会議

13日 （木） 看護師巡回（地域） 工賃支給

コスタ二宮ＢＢＱ大会 あずさ会議

誕生日会（各事業所） ホーム会議（地域）

梅香園会議 看護師巡回（地域）

登録者勉強・昼食会（ぽけっと） 13日 （金） ぽけっと会議

16日 （日） サッカー交流会 誕生日会（各事業所）

17日 （月） バス旅行（わらべの杜） 全体会議・どんど焼き（沼代）

19日 （水） 全体会議・法人研修会 18日 （水） 運営会議

21日 （金） 栄養士巡回（（地域）） 20日 （金） 栄養士巡回（（地域））

23日 （日） よるべふれあい祭り 寮会議（沼代）

24日 （月） 登窯焼成（沼代） 登録者勉強会・保護者新年会（ぽけっと）

27日 （木） 看護師巡回（地域） 23日 （月） ＫＷネット相談（梅香園）

28日 （金） 沼代養鶏班一泊旅行 26日 （木） 看護師巡回（地域）

29日 （土） 下中小学校バザー参加 社会生活セミナー（コスタ）

31日 （月） 執行委員会・品質委員会 体育館レク（わらべ）

11月 １日 （火） みのり会（梅香園） 執行委員会・品質委員会

橘ファミリーフェスティバル参加 ぽけっと会議

ＫＷネット相談（わらべの杜） ２月 ２日 （木） わらべ会議

川東仏教会バザー参加 ３日 （金） 栄養士巡回（（地域））

栄養士巡回（（地域）） ４日 （土） 秦野保健福祉センターフェスティバル参加

コスタ二宮一泊旅行（温泉グループ） ７日 （火） みのり会・ポプラ会議

６日 （日） ＫＷネット相談（沼代） ９日 （木） ホーム会議・看護師巡回（地域）

８日 （火） わらべ会議・ぽけっと会議 10日 （金） 工賃支給

９日 （水） コスタ会議 11日 （土） コスタラーメンボランティア（わらべ）

工賃支給・ホーム会議 12日 （日） レクレーション（地域）

看護師巡回（地域） 13日 （月） 運営会議

インフルエンザ接種開始（各事業所） 14日 （火） ＫＷネット相談（梅香園）

コスタ二宮一泊旅行（東京グループ） 16日 （木） ＪＳＹネット定例会

12日 （土） バス旅行（わらべ） 17日 （金） 栄養士巡回（（地域））

13日 （日） 二宮商工祭り参加 全体会議・よるべ会保護者会役員会

15日 （火） ＩＳＯ内部監査　～15日 オープンスペース（ぽけっと）

理事会 20日 （月） ぽけっと会議

栄養士巡回（（地域）） 23日 （木） 看護師巡回（地域）

誕生日会（各事業所） 25日 （土） 卒業旅行（わらべ）

社会生活セミナー（コスタ） 26日 （日） 消防団合同訓練（沼代）

梅香園会議 27日 （月） 執行委員会・品質委員会
オープンスペース・ツーデーマーチレク（ぽけっ

と）
３月 ３日 （金） 栄養士巡回（（地域））

22日 （火） ＫＷネット相談（梅香園） みのり会（梅香園）・コスタ会議

23日 （水） ペタンク大会参加（わらべ） わらべ会議

ＩＳＯ維持審査 ホーム会議・看護師巡回（地域）

看護師巡回（地域） あずさ会議

二宮町福祉ふれあい祭り参加 工賃支給

はばたき会（梅香園） 理事会・ポプラ会議

28日 （月） 執行委員会・品質委員会 11日 （土） オープンスペース（ぽけっと）

12月 １日 （木） 沼代楽菜班一泊旅行 13日 （月） 運営会議

２日 （金） わらべ会議・栄養士巡回（（地域）） 理事会・評議員会

３日 （土） レクレーション（コスタ） 栄養士巡回（（地域））

神奈川県指導監査・実地指導（わらべ） 全体会議

みのり会（梅香園） 誕生日会（各事業所）

７日 （水） あずさ会議 23日 （木） 看護師巡回（地域）・ホーム検討会

コスタ会議・ポプラ会議 送る会（わらべ）

看護師巡回（地域） 関係機関連絡会議（ぽけっと）

９日 （金） 工賃支給 26日 （日） ワクワクのりのりコンサート（ぽけっと）

県西地区文化事業参加（各事業所） 27日 （月） 執行委員会・品質委員会

ホームクリスマス会開始（各ホーム） 28日 （火） 体育館レク開始（わらべ）

12日 （月） 運営会議

26日 （月）

５日 （水）

７日 （金）

29日 （木）

４日 （火）

４日 （金）

10日 （木）

15日 （土）

３日 （木）

19日 （土）

24日 （木）

11日 （金）

18日 （金）

８日 （木）

10日 （土）

26日 （土）

６日 （火）

秦野精華園サッカー交流（わらべ）

22日 （木）

26日 （月）

17日 （土）

18日 （日）

７日 （土）

10日 （火）

28日 （水）

１月 ６日 （金）

21日 （土）

28日 （土）

12日 （木）

14日 （土）

７日 （火）

９日 （木）

30日 （月）

18日 （土）

18日 （土）

24日 （金）

10日 （金）

17日 （金）



 


