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育成会だより

２０１６年６月発行 No.２１ 

豊田市育成会の平成２８年度事業計画と将来について 

社会福祉法人豊田市育成会の今年度の大きな事業の一つにグループホームの開設があります。今

年度予算として約７２３万円余を計上し、豊田市平芝町四丁目に来春オープンを目指して準備が進

められています。この事業は、会員の皆さんが４年前にグループホーム部会を立ち上げて調査研究

を進めてきた成果が実を結んだものであります。育成会としてはこの事業を新しく策定した豊田市

育成会施設整備計画の一環として、また、第一歩として位置付けています。この計画は、法人の理

念である「安心・夢・笑顔」のもてる地域づくり・場づくりを進めるために必要な法人福祉事業推

進の柱として、「住まいの場の確保」「自立生活挑戦の場の確保」「安心の場の確保」の３点を基本に

掲げています。この施設整備計画は、会員及び社会のニーズを取り入れ、常に時代に適したものと

するために随時見直しながら推進してまいります。今後とも、会員及び関係者の皆様のご支援とご

協力をお願い申し上げます。 

社会福祉法人豊田市育成会 

理事長 井原 邦和

青年学級エコクラフトコース



平成28年度事業計画 

＝ グループホームの開設 ＝ 

平成２８年度は、法人設立１０周年に向けて後半５年のスタートの年であり、福祉サービスの新

設をはじめ、持続可能な法人基盤のさらなる確立に努めてまいります。今後は１０年間の長期展望

に基づいた施設整備計画に沿って事業を推進してまいります。本年度はグループホームの開設を進

めています。 

Ⅰ．就労支援システムの充実 

①就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事業の実施 

②作業の受注、自主製品の開発、販路拡大 

③利用者の就職支援・企業実習先開拓の充実（就業 

開拓支援員、ジョブコーチの配置） 

④目標工賃達成指導員を配置し、工賃向上計画に基 

づく工賃の向上 

Ⅱ．相談支援の定着 

①相談業務の充実 

②地域生活支援センターの拡充 

・相談支援専門員等を配置して、権利擁護の基本に 

立った包括的支援を継続的に実施 

・サービス等利用計画の策定及び、モニタリングの 

実施 

Ⅲ．豊田市育成会施設整備計画に基づく、福祉

サービス事業所の拡充 

①就労継続事業所の地域展開の検討 

②ヘルパーステーションの充実 

③福祉サービスの総合化を進めるための研究活動の 

実施 

・グループホーム、生活介護、デイサービス、ショ 

ートステイ等法律に基づくサービス実施 

Ⅳ．福祉啓発事業の実施 

①会員、地域の福祉啓発を目的とした音楽会、ふれ 

あい交流会、研修及び講演会等の実施 

②スポーツ、文化事業及び福利厚生事業を通した市 

内の仲間との交流の促進 

③新成人のつどい、ふれあい交流会の行事や音楽療 

法、フライングディスク等の各クラブ活動の継続 

及び教養教室の実施による、会員相互の親睦や支 

部活動の活発化 

④育成会のＰＲ活動としての機関紙『育成会だよ 

り』の発行やホームページの充実、市内の障が 

い児・者の活動支援の積極的な実施 

⑤障がいのある人が地域で暮らすための課題や門 

題点の集約、自治体等への働きかけを通した障 

がいや福祉の推進 

Ⅴ．本人活動の推進 

①本人部会や事業所を通した本人の学習活動・自 

治活動の活発化、自己決定、自己選択の推進 

②社会貢献事業「青年学級」の開講 

Ⅵ．法人基盤の確立 

①人材の確保と育成 

・キャリアパスによる人材育成、目標管理の実施、

職員研修（OJT/OFFJT）の実施 

・職員のメンタルヘルスカウンセリングの継続 

・情報セキュリティとパソコン操作の教育の実施 

②事務局体制の充実 

・新会計基準の定着、文書管理システムの定着と 

改善 

③正会員、賛助会員の拡大 

●重点項目 

①福祉サービス事業（事業体） 

・『支援の見える化』『工賃アップ』『満足度の向 

上』 

②福祉啓発事業（運動体） 

『支部活動等の部会の活発化による会員活動の 

推進』『本人部会や青年学級の活動の充実』『会 

員、賛助会員の加入促進』『親睦活動を通して 

会員間の絆の強化』 

③各事業共通 

・『人材確保とキャリアパスによる人材育成』『本 

人活動の活発化』『地域との交流とPRの活発 

化』 



平成28年度当初予算 

◇ 豊田市育成会の平成２８年度予算は、事業活動収入 280,705 千円（前年比 6.7%増）、支

出278,563千円（前年比5.9%増）です。 

◇ 今年度は、グループホーム開設予算として7,230千円計上しています。 

◇ 施設整備計画の策定により、５億円弱の資金需要が見込まれるため、施設整備等積立資産へ

前期未払資金より 72,880 千円積み立てます。施設整備等積立金総額は 100,000 千円と

なります。 

つかさ 
62,719 

さかえ 
56,103 

ふれあい 
64,155 

えかく 
36,472 

たかおか 
34,404 

地域生活 
21,499 

福祉啓発 
3,463 

法人本部 
1,890

つかさ 
56,313 

さかえ 
47,829 ふれあい 

59,935 

えかく 
28,007 

たかおか 
27,518 

地域生活 
21,794 

福祉啓発 
12,974 

法人本部 
24,193 

【単位：千円】

【単位：千円】

事業活動

事業活動

当期資金収支差額

前期末支払資金残

当期末支払資金残

-68,954
123,186
54,232

計 397,326

施設整備等 2880

その他の活動 115,883 積立金等

人件費 197,197 役員報酬、職員給与等

事業費 13,399 利用者検診、福祉啓発行事、講師料等

事務費 28,180 事務消耗品、水光熱費、業務委託費等

就労支援事業 39,787 利用者工賃、材料費等

勘定科目 予算額 備考

278,563

備考

280,705

勘定科目

【支出】 (単位:千円)

38,127

2,921

773

295

予算額

就労支援事業

福祉啓発事業

その他事業収入

障害福祉サービ
ス等

その他収入

(単位:千円)

工賃変動取崩積立て資産取崩

計

(単位:千円)【収入】

訓練等給付費等

その他の活動 47667

請負事業、自主製品販売、清掃、公園
清掃委託等

正会員、賛助会員会費等

市補助金、寄附金等

328,372

238,589



平成27年度事業報告 

社会福祉法人豊田市育成会設立５周年記念会員総会を、平成27年 6月 27日（土）に豊田市

福祉センターホールにて盛大に開催しました。式典では、豊田市長様はじめ多くの来賓の皆様ご

出席のもと、これまで育成会をご支援いただいた13団体１個人の皆様に、井原理事長から感謝

状が贈呈されました。この総会では、平成26年度の事業報告及び決算報告、平成27年度事業

計画及び予算報告とグループホーム設置検討委員会の設置が報告されるとともに、平成27年度

会員活動目標（スローガン）が決議され、会員間の絆が一層強まりました。また、法人の基礎、

基本を確実にする年として引き続き、①福祉サービス事業（事業体）②福祉啓発事業（運動体）

③各事業共通の３部門に９点の重点項目を定め「安心してすごせる」「夢や願いがかなう」「笑顔

が絶えない」楽しい場づくり、地域づくりを進めてきました。 

１．福祉サービス事業（事業体） 

・就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・ヘルパー 

ステーション・特定相談支援事業を実施 

・就労移行支援事業で５人、就労継続支援Ｂ型事業 

で１人が企業等に就職しました。 

・自主製品の販売先の拡大や組み立て家具の販売増 

加による収益の向上、豊田市動物愛護センターの

清掃確保により前年度に比して 7.1%の工賃アッ

プになりました。 

２．福祉啓発事業（運動体） 

・支部活動部会では、新たに支部長経験者２名にア

ドバイザーに就任いただき、支部運営について指

導助言をいただくとともに支部合同行事を開催し

ました。 

・企画委員会では、育成会活動の動画及び賛助会員

パンフレットを作成し、音楽祭等のイベントでPR

するとともに加入促進を図りました。 

・音楽祭、バス旅行、ふれあい交流会、新成人のつ

どい、BBQ大会等の行事を開催 

・社会貢献事業「青年学級」を二学年制とし年間20

回開催。学級生全員が修了証書を授与されました。 

３．その他 

①豊田市育成会人材育成規定を制定し、法人期待

像と研修体系を明確にしました。 

②人材の確保と育成 

・新規職員の採用  ８名 

・法人内研修の実施 １３回 

・法人外研修への参加者 延べ１５１人 

③職員のメンタルヘルスカウンセリングを実施 

④健全な経営体質の確保 



別表 1
平成 27 年度 決算報告 

平成 27 年度決算は、法人全体の収支増減差額が 39,864 千円余となりました。社会福祉事業サービス活動

増減の部では、就労支援事業収益(自主製品販売等)は、対前年比 16.5%増の 40,297 千円余となり、利用者の

工賃向上につながりました。また、障害福祉サービス等事業収益は前年度同様 2 億円を超えるなど、社会福

祉事業は順調に推移しました。

公益事業では、会員や賛助会員の増加や本人部会等のイベントの参加者増加により、前年度に比較し収益

が 183 千円余の増額になりました。



別表 2

監査報告

 平成 27 年度事業報告、収支決算及び財産目録について会計帳簿に基づき監査

した結果、その内容は適正なものと認めましたので報告いたします。

                       社会福祉法人豊田市育成会

                          監事 森島章博

    監事 小澤伸也



平成 28 年度の支部長・副支部長が決まり、今年度の支部活動がスタートしました。前年度に引き続き支

部長経験者のアドバイザーも加わります。会員活動の中心になって頂く皆さんです。宜しくお願いします！ 

企画委員会講演会 

『みんなで学ぼうマイナンバー制度♪』 

 4月17日(日)つかさ本部多目的室で企画委員会講演

会を開催しました。テーマは、今年１月から施行された

マイナンバー制度。市障がい福祉課や市民課担当職員を

お迎えし、制度を理解すると共にマイナンバーの管理や

使用等について学びました。 

こんな時は気を付けて！ 

 ・マイナンバーに登録料はかかりません！ 

 ・個人番号カードの初回発行は無料です！ 

 ・電話などで「マイナンバーを教えてください」と

言われても答えない！ 

 ・アンケートや調査として個人情報、家族構成、口 

座番号、資産、保険の契約状況を伺うことはあり 

ません！ 

・個人番号カードの申請は強制ではなく任意です！

第 4 回目は中央支部の西さんです。ご多忙の中、西さんには息子さんに対する熱い思いを綴っていただき

ました。次回の会員リレーもお楽しみに…♪  

32 歳になる息子はジョイナスが大好きです。熱があっても台風が来ようとも何があってもジ

ョイナスには行くという息子です。家では部屋にこもり、テレビを見たり、自分で録画した番組

を見たりして、一人で楽しんでいます。また、大好きな太鼓も約 15 年くらい毎月 2 回練習に

通い、発表会にも参加して行動範囲を広げています。 体調の方も、以前は毎日のようにあっ

た発作も現在はほとんどなくなり、本人も家族も安心しています。息子には今後もたくさんの

人とふれあい、色々な体験をして、たくさんの笑顔を見せてほしいと思っています。 



毎年恒例、本人部会主催の工場見学！ 今年

は「トヨタ産業技術記念館」と「ノリタケの森」

に行きました。お天気が心配されましたが雨は

降らず一安心…。参加者48名は自動車や機織

り機の仕組みを学んだり、美しい陶器の展示を

堪能したりして、楽しい一日を過ごしました。 

＼ 

巨大自動織機の前で記念撮影♪ 

／

青年学級も今年で3年目です。今年度は新しい学級生が多く加入し、

総勢31名でスタートしました。絵画・エコクラフト・Ｊポップのコー

スに分かれての活動、学級全体でのクラス活動がありますが、学級生全

員で協力しながら、楽しんで、素敵な一年にしていきましょう！ 

●育成会の動向（平成 28 年 3 月～平成 28 年 5 月）

●Ｊポップコース 

●絵画コース 

●エコクラフトコース 

楽しく学びながら仲間づくり！ 

3月  1日(火) 育成会だより№20発行 4月16日(土) 平成28年度青年学級開講式
3月19日(土) 第4回評議員会、第5回理事会 受講者31名

　議案 4月17日(日) 企画委員会講演会 参加者33名
・経理規程の一部改正について 『みんなで学ぼうマイナンバー制度』
・施設整備計画について 4月30日(土) 第1回グループホーム設置検討委員会
・職員互助会会則の一部改定について 5月14日(土) ハレハレハイキング
・平成28年度事業計画について 東山動植物園　　　　参加者271名
・平成28年度当初予算について 5月21日(土) 第1回評議員会、第1回理事会

3月26日(土) 第9回グループホーム設置検討委員会 議案
3月31日(木) 辞令交付式 ・平成27年度事業報告書について
4月  1日(金) 入所式 ・平成27年度決算報告および監査報告について
4月10日(日) 本人部会工場見学　　参加者48名 5月28日(土) 第2回グループホーム設置検討委員会

トヨタ産業技術記念館＆ノリタケの森



5月 14日（土）東山動植物園にて平成28年度ハレハレハイキングを開催しました。近頃はコロコロ

と変わるお天気に不安もありましたが、当日は驚くほどの快晴！ 参加者の皆さんは強烈な日差しや暑さに

も負けず、自分のお気に入りの動物を見つけようと楽しみながら園内を散策しました。途中で施設長を探し

てスタンプを貰おうとしても見つけられず、その前を素通りしてしまったグループもありましたね。たくさ

んの動物を観察したり、昼食を皆で食べたり、売店でお土産やアイスを購入したりして、東山動植物園を思

い思いに満喫しました。 

ハレハレハイキング in 東山動植物園

スタンプ 

くださーい！！！ 

トヨタ紡織㈱課長会 5名の皆様 

ボランティアのご協力、 

誠にありがとうございました！ 

平成 28年度採用職員は 4名。4月から

それぞれの配属先で頑張っています。 

 これから皆さんと一緒に安心・夢・笑顔

に向かって歩んでいきます。 

 皆さん、どうぞ宜しくお願いします♪ 

あっ！あれが 

噂の…！？ 



登録ヘルパーさん大・大・大募集中です！！ 

あなたの資格・経験・知識を活かしませんか！ 

≪予告≫音楽祭 Piece vol.8 開催します♪ 

●日 時 ： 平成 28 年 6 月 26 日(日) 

          開場 12 時 30 分  開演 1 時 00 分 

●場 所 ： 豊田市福祉センターホール 

          豊田市錦町 1-1-1 豊田警察署西 

●入場料 ： 無 料 

●出演者 ： 18 組(順不同・敬称略) 

サンホーム豊田音楽クラブ  The Oakland＆ふれあい合唱団    もてぎ三絃道 

Ｊえかく えかく音楽隊      コールメイプル               はっとん＆ぼっし～ず 

空奏楽団             ありのまま合唱団                   

第二ひまわり ひまわりバンド  Trip nostalgie                    

Sol radiante               県立豊田特別支援学校 音楽部 

キャリーマロとＯＴＫ          Ｊさかえ アンサンブル「風」 

社会学級 なかま         どんぐり音楽隊 

音楽祭「Piece」はハンディキャブの有無や

老若男女を問わず、音楽を通して地域で交

流を深める参加型の音楽イベントです。沢山

の方のご来場をお待ちしています♪ 

広報委員をさせていただいて1年になり

ます。取材にも行きましたが最後まで緊

張しっぱなしでした。印刷での失敗もあ

りました。まだまだ勉強不足ですが、こ

れからも皆さんと一緒に頑張っていきた

いと思います。(亀山) 

H27 音楽祭「Piece」

vol.7 

フィナーレ合唱 

平成 27 年度第 5 回理事会、第 4 回評議員会開催

H28 年 3 月 19 日(土)理事会評議員会を開催し、①グル

ープホーム設置に伴い経理規程の一部改正②施設整備計

画③職員互助会会則の一部改定④平成28年度事業計画⑤

平成 28 年度当初予算について議案が可決承認されまし

た。特に福祉サービスの新設を始め将来を展望する施設

整備計画を策定し、持続可能な法人基盤の更なる確立に

努めることとしました。 

育成会ヘルパーステーションでは、登録ヘルパーさんを大募集しています。ヘルパーの資格は

持っているけど福祉のお仕事をしたことがない方や、暫くお仕事をお休みしていた方も、是非、

育成会ヘルパーステーションで私たちと一緒に働きませんか？ 

主なお仕事は・・・ 

【移動支援】外出時のサポート 

 買い物・映画鑑賞・体力づくりの為のウォーキングなど 

【居宅介護】家庭でのサポート 

 洗濯、掃除、調理等の家事援助や入浴や排泄及び食事等の介助 

≪時間給≫980円～1200円（研修等850円）＊交通費別途 

≪要資格≫介護福祉士・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級) 

     ガイドヘルパー 

60代の方も 

多数活躍中です！ 


