２０１６年度社会福祉法人ときわ会事業報告
２０１７年６月２日
社会福祉法人ときわ会
理事長 加藤 寛二

Ⅰ はじめに
２０１６年度は、社会福祉法人制度見直しの対応に追われ、また新規事業では５年越し
に動き出した小川東町ホーム建設を実現するために法人の力を注いできた１年だった。
常任理事会が必要に応じて開催されてきたので、まだまだ不十分な点が多いがここ数年
課題とあげられてきている組織運営の改善、財務の執行、就業規則・給与規程の見直し、
人材確保、職員の資質向上等について、改善や議論が進んできた。

Ⅱ 事業
（１）障害者福祉サービス事業の経営
定員と現員
生活介護事業
あさやけ作業所
84.9％
あさやけ風の作業所
84.8％

50 名／54
40 名／44

労継続支援Ｂ型
あさやけ第二作業所
71.5%
サングリーン

40 名／42
25
30 名／

あさやけ鷹の台作業所
就労移行支援
サングリーン

共同生活援助
共同ホームつくしんぼ
100％
共同ホームサンライズ
共同ホームこげら
86％
共同ホーム一歩
100％
共同ホームはやぶさ
100％
（２）一般相談支援事業の経営

※現員は平成 29 年 3 月 31 日現在

年間通所率

6

入居定員
5
7
5
10
7

入居率

（３）特定相談支援事業の経営
（４）地域活動支援センターの経営
上記（２）（３）（４）の事業は地域生活支援センターが運営

Ⅲ理事会・評議員会の開催状況
○理事会
開催日

第１回

平成２８年５月２３日

第２回

平成２８年８月１９日

第３回

平成２８年９月３０日

第４回

平成２８年１１月１１日

第５回

平成２９年１月１９日

第６回

平成２９年３月２４日

○評議員会
開催日
第１回

平成２８年５月２３日

第２回

平成２８年１１月１１日

議案
１．平成２６年度決算額修正についての承認
２．平成２７年度事業報告案の承認
３．平成２７年度決算報告案の承認
４．平成２７年度固定資産物品破棄について
５．社会福祉法人ときわ会経理規程改定について
６．サングリーン第一次補正予算案の承認について
１．福祉貸付金借入の承認
２．入札について
１．（仮称）共同ホーム小川東新築工事の施工業者の
決定について
１．施設整備積立金の取崩しの承認
２．定款変更の承認
３．定款変更の決議
４．社会福祉法人制度改革の対応について
１．評議員選任・解任委員会運営細則の承認
２．評議員選任・解任委員会の承認
３．評議員選任・解任委員会に提案する「次期評
議員候補者」の決議
１．平成２８年度資金収支補正予算案の承認
２．平成２９年事業計画書案の承認
３．平成２９年度資金収支予算案の承認
４．社会福祉法人ときわ会経理規程改定について
５．小平市指導検査改善状況報告について
６．施設長人事について
７．定款変更について
８．社会福祉法人ときわ会給与規程の改定について
９．社会福祉法人ときわ会次期評議員推薦について

議案
１．平成２６年度決算額修正についての承認
２．平成２７年度事業報告案の承認
３．平成２７年度決算報告案の承認
４．平成２７年度固定資産物品破棄について
５．社会福祉法人ときわ会経理規定改定について
６．サングリーン第一次補正予算案の承認
１．施設整備積立金の取崩しの承認
２．定款変更の承認

第３回

平成２９年１月１９日

第４回

平成２９年３月２４日

３．定款変更の決議
４．社会福祉法人制度改革の対応について
１．評議員選任・解任委員会運営細則の承認
２．評議員選任・解任委員会委員の承認
３．評議員選任・解任委員会に提案する「次期評議
員候補者」の決議
１．平成２８年度資金収支補正予算案の承認
２．平成２９年度事業計画書案の承認
３．平成２９年度資金収支予算案の承認
４．社会福祉法人ときわ会経理規程改定について
５．小平市指導検査改善状況報告について
６．施設長人事について
７．定款変更について
８．社会福祉法人ときわ会給与規程の改定について
９．社会福祉法人ときわ会次期評議員推薦について

○評議員選任・解任委員会
平成２９年３月２４日
出席委員／定数３名
外部委員 宮崎和美 監事 宍戸芳子 事務局 伊藤善尚
議案／ 第一号 社会福祉法改正に伴う評議員選任
〇常任理事会
構成員／加藤理事長、田邊、遠山、松本、庄司、中川
必要に応じて開催して、法人の業務を進めるための協議・相談をしてきた。今年度
は 9 回開催して、法人制度改革の対応・グループホーム建設・人事・理事会準備等
について検討、協議した。

Ⅳ 主要事項の報告
（１）中・長期計画の策定について
関係者全員がときわ会の発展方向を共通認識として持ち、一致して事業の発展をめざ
すため、２０１５年度事業計画のなかで中・長期計画の策定をしていくことが提起された。
２０１５年５月に「ときわ会中・長期計画策定委員会事務局」が設置され、計画の検討が
すすめられてきた。この二年間事務局を中心に、利用者データの整理から始まり、理念の
再確認と時代にあった内容の見直し、働く機会の保障と充実・就労支援のとりくみ・地域
生活の充実・地域のさまざまな相談等のテーマ別に検討をすすめてきた。テーマ別の検討
の場には積極的に職員にも参加を呼びかけた。また、２回の実践交流会では一定のまとめ
を報告し、全職員から意見を集約してきた。今年度末に策定委員会事務局として中長期計
画の素案をまとめたが、理事会・評議員会での議論が出来ておらず、計画策定に向けての
早急な対応が、来年度の課題となっている。
（２）ホーム建設事業について
平成２４年度のホーム建設の都補助金の内示後に、近隣住民への説明に時間がかかり
小川東町のホーム建設は一旦計画を白紙に戻した。その後、最初からひとつひとつホーム建設
について住民の皆さんと話合いをしながら進めてきた。その間、障害者のグループホームを理解
してもらうために、ホームの見学会も３回実施した。２０１６年３月２７日の第六回ホーム建設説明
会で住民との合意がなったので、同年４月に平成２８年度の障害者通所施設整備費補助事業の
補助申請を提出し、事業を進めることになった。なお、ホーム建設説明会は２０１２年１１月から２
０１６年９月の約４年間の間に７回の説明会を実施した。
□小川東町ホーム建設事業の実績報告
施設の名称 共同ホームさらさ

所 在 地 小平市小川東町５丁目２－１２－１番地
利用定員
５名
敷地面積
１６２．７０㎡ （法人が購入）
建築面積
９４．４０㎡
延床面積
１７３．９０㎡
建物構造
木造 地上２階建
整備費の実績
＜建築関係費＞
施設整備・消防設備 ５８，４１５，８８２円（追加工事含む）
設備整備
１，２７４，７２４円
設計管理
４，４９０，６４０円
６４，１８１，２４６円
＜資金関係＞
東京都整備費補助金 ２５，８１２，０００円
借入金
２７，０００，０００円（福祉医療機構）
自己資金
１１，３６９，２４６円
６４，１８１，２４６円
着工年月日 平成２８年１０月１７日
完成年月日 平成２９年３月３０日
開設年月日 平成２９年５月１日
（３）社会福祉法人制度改革による定款変更
平成２８年１２月１９日付けで、定款の一部変更の認可について（通知）を受ける。
（４）就業規則及び給料表の昇格基準の見直し
〇短時間勤務職員就業規則
通常の職員の勤務時間以下で働く、パートタイマー・非常勤職員等を「短時間勤務
職員」として、短時間勤務職員就業規則を平成２８年４月１日より施行する。
〇給料表の昇格基準の見直し
当面の問題点の改善をはかるため、昇格基準を「１級→５年以上で２級の直近上位
に、２級→１０年以上で３級の直近上位に」の基準の見直しをした。５月２日付け
で給料の昇格基準の見直しについての通知を職員に配布する。

Ⅴ ２０１６年度の研修・地域活動等の取り組み
（１）熊本地震被災地への職員派遣について
きょうされんより要請があり、日本障害者フォーラム（ＪＤＦ）の「ＪＤＦ災害総合本
部・熊本支援センター」に３名の職員を派遣した。
派遣職員と派遣期間は下記のとおり
廣瀬公平（あさやけ作業所） 5 月 22 日～28 日
植木陽一（共同ホームはやぶさ） 7 月 31 日～8 月 6 日
小林雅仁（あさやけ作業所） 9 月 11 日～17 日
活動内容は、西原たんぽぽハウスの日中支援およびニーズ把握の調査
（２）あさやけアートフェスティバルの開催
開催日／７月１５日（日）～１９日（火）
会 場／ルネこだいら展示室・CAZE CAFÉ なかまち
出品数／200 点
外部団体の出品／おだまき、あーともはなこ
来場者数／５００名以上
企画／個人に焦点を当てるクローズアップ、ワークショップ、アートトークなど

（３）ＫＯＤＡＩＲＡわいわいバザール
東京障害者職業能力開発校が建替え工事で会場として借りられなかったので、数年ぶりに
都立小平特別支援学校を会場として開催した。
日時／１０月９日（日）～１０日（月）
会場／都立小平特別支援学校
会場となった小平特別支援学校が障害者スポーツの推進校ということで、「ボッチャの
体験コーナー」を企画した。また、地域の福祉団体にも模擬店等で多数参加いただき、地
域の交流をふかめるバザールになった。
（４）２０１６年社会福祉法人ときわ会実践交流会の開催
日時／１２月３日（土）午前９時２０分～午後４時３０分
会場／あさやけ風の作業所食堂
内容／
・講演 生きる力、働く力を育てる実践 武蔵野千川福祉会 鎌倉ゆみ子理事長
・実践報告 発表者 丸山 就平（あさやけ第二作業所）
中島 鈴香（地域生活支援センターあさやけ）
日下 永 （あさやけ風の作業所）
内藤 歓恵（あさやけ鷹の台作業所）
藤田亜希子（あさやけ作業所）
・ときわ会中長期計画案経過報告

