
時代に適応した法人経営 

社会福祉法の改正に伴い平成 29 年 4 月 1 日から豊田市育成会の定款も一新され、評議

員及び役員の役割と責任が一層明確化されガバナンスの強化が図られました。社会福祉法人

にこれまで以上の公益性、透明性が求められ、それに適応した事業展開が必要となってまい

りました。評議員と理事の兼務が禁止され、評議員の選出は、評議員選任・解任委員会にお

いて決められることになりました。 

豊田市育成会は、経営に関する施策、指針及び議決案件を機動的、多面的に審議するため

会員理事及び幹部職員等で構成する「経営会議」を本年 4 月から稼働させ、ガバナンス強

化に役立てています。今後とも、法人の理念である「安心・夢・笑顔」の持てる地域づくり・

場づくりを推進していくため、会員及び社会のニーズを取り入れ、時代に適した事業を展開

してまいります。引き続き、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 

２０１７年 ６月発行 No.２５ 

青年学級「フラダンスコース」 

【写真】H29年度青年学級コース活動の1つに『フラダンスコース』が新たに始まりました。女性だけではなく男
性受講生も多く、初めてのフラダンスに受講生も熱心に取り組んでいます！（詳しくは最終頁をご覧ください） 
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平成29年度事業計画 

豊田市育成会の将来構想を描いて策定した施設整備計画の第一弾が、本年 5 月 1 日に豊田市平

芝町に開設したグループホーム「ひらしばの家」です。６名の利用者さんが自立に向けて第一歩を

踏み出しました。美里地区では定員２０名の就労支援施設継続B型事業所「（仮称）ジョイナスみ

さと」が、ジョイナスふれあい分場として６月に開設する予定であり、高岡地区では生活介護事業

所が配置されます。上郷地区では、豊田市育成会の「南部就労支援施設喫茶事業」が豊田市公募の

プロポーザル(企画・提案)の採用決定を受け、平成32年の稼働を目指して準備が進められます。

本年度は、市内各地域で新たな事業展開が図られます。 

Ⅰ．福祉事業（事業体）の推進  

＜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、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 

＜共同生活援助事業＞ 

①グループホーム「ひらしばの家」開設（定員6名） 

＜居住介護支援＞ 

①ヘルパーステーションの拡充 

②ガイドヘルパーの充実 

＜相談支援事業＞ 

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策定及びモニタリングの実施 

＜施設整備計画の推進＞ 

①福祉サービス事業所の地域展開拡張の検討及び実施 

 ・旧高橋地区に就労支援施設新設 

 ・高岡地区に生活介護事業所を配置 

 ・上郷地区に新就労支援施設の新設準備 

②中核拠点施設の調査及び計画書の作成 

③福祉サービスの総合化を進める為の研究活動の実施 

 ・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、定款に基づくサービスの実施 

Ⅱ．公益事業（運動体）の充実  

＜本人部会活動の積極的展開＞ 

①社会貢献事業「青年学級」の開講 

（会員以外の参加も可） 

②本人のニーズに応えた本人主体のイベントの

実施 

＜広報自主事業部会活動の充実＞ 

①企画委員会：毎月1回開催 ②広報委員会：広

報誌「育成会だより」を年４回発行 ③レクリエ

ーション委員会：会員及び地域の皆さんと一緒に

なって楽しむイベントの開催 

＜支部活動部会の活発化＞ 

＝中央、上郷、高岡、猿投、高橋の各支部＝ 

・正副支部長研修の実施 

・新成人のつどいを５支部合同行事として実施 

・各支部行事の活発化及び会員の交流を促進 

＜相談事業の活発化＞ 

・会員同士で自分の経験等に基づいて教え合う

（ピアカウンセリング） 

Ⅲ．法人基盤の確立  

①社会福祉法改正に沿った法人運営の確立 

 ・経営組織のガバナンス強化に努める 

 ・財務規律の強化を図るとともに透明性のある

事業運営に努める 

 ・地域における公益的な事業を充実する 

②人材の確保、定着及び育成 

 ・研修体系の整備を図り、資格取得などの支援

を充実する 

 ・職員のメンタルヘルスカウンセリングの継続 

 ・職場内コミュニケーションの活発化 

③事務の効率化 

・リースパソコン（約50台）の導入 

 ・パソコンの老朽化の対応・セキュリティ、保

守の簡便化による業務の効率化、著作権・肖

像権保護の徹底 ・より健全な情報発信 



ふれあい 
72,976 

◇ 豊田市育成会の平成 29 年度予算は、事業活動収入 306,644 千円（前年比約 8.3%増）、

支出313,599千円（前年比約11%増）です。 

◇ 今年度は、ジョイナスふれあい分場、ジョイナスたかおか改修およびグループホーム備品等

予算として18,677 千円計上しています。 

法人本部 
27,286

地域生活 
30,385 

福祉啓発 
3,639 

【単位：千円】

法人本部 
420 

地域生活 
28,935

つかさ 
67,975 

平成29年度当初予算 

さかえ 
59,260 

ふれあい 
65,539 

えかく 
38,620 

たかおか 
33,369 

つかさ 
62,691 

さかえ 
54,606 

えかく 
28,991 

たかおか 
32,182 

【単位：千円】

福祉啓発 
13,369 



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人が企業等に就職しま

した。事業開始以来３４人が企業等に就職し、

28人が引き続き定着しています。 

・利用者工賃では、組立家具販売中止等の影響

により、売り上げが前年度に比べ減収となり

ましたが、自主製品の販売先の拡大や積極的

なバザー等の出店及び施設外就労先の確保な

どに努め、前年度並みの平均月額で 12,730

円を支払うことが出来ました。 

２．福祉啓発事業（運動体） 

・支部活動部会では、前年度同様に支部長経験者に

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一緒になって会員総

会及び支部合同行事を開催しました。 

・企画委員会では、育成会活動の映像およびパネル

展示を、音楽祭、ふれあい交流会等のイベントで

実施しました。 

・音楽祭、バス旅行、ふれあい交流会、新成人のつ

どい、紙ヒコーキ大会、BBQ大会等の行事を開催

しました。 

・社会貢献事業「青年学級」を年間２０回開催。学

級生には、修了証書が授与されました。 

平成28年度事業報告 

平成２８年度は、グループホーム検討委員会のもと豊田市育成会に今、必要とする地域型グル

ープホーム（賃貸）の開設（平成29年５月１日入居開始）に邁進しました。育成会では、グル

ープホームを、障害のある本人たちが親以外の人の手を借りながら、夢や希望を持って笑顔で暮

らしていける「人生のスタートと自立生活への挑戦の場」と捉えており、今後とも施設整備計画

に基づいて整備を図ってまいります。平成２８年度会員活動目標（スローガン）「私たちは、仕

事に就き働き続けることを応援します。」が、会員総会において決議され、会員間の絆が一層強

まりました。また、育成会の目指す姿を実現するために、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部門に重点１０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」楽しい地域づくり、場づくりを進めてきました。

３．その他 

①豊田市育成会人材育成（キャリアパス）規

程による、目標管理制度をはじめ研修体系

による法人内外での各種研修等への積極

的な参加で、多くの職員が専門知識の習得

に努めました。 

②人材の確保と育成 

・新規職員の採用  ４名 

・法人内外研修の実施 

延べ２０６人参加（昨年１５１人） 

③職員のメンタルヘルスカウンセリングを

実施。 

④健全経営に努め、収支決算の黒字化など前

年度に続き安定した基盤づくりを推進し

ました。 











★☆会員リレー ～わたしの安心・夢・笑顔～☆★ 

第8回目の会員リレーは猿投支部の成瀬さんです。誰にでも優しく朗らかな成瀬さん。そんな成瀬さん

の夢は…？ 次回は高橋支部の冨田さんにバトンタッチ！冨田さん、よろしくお願いします。 

私の人生は彼に始まり、彼で終わるなんて、少しオーバーかな。もう 40 年近

くも一緒に過ごしてきました。嬉しいとき、苦しいときもいつも家族がいて支え

てくれ、周りの方も支えてくれました。一人じゃないんだから、これからも人生、

彼が他の人のために何かできる人になってほしい。それが私の夢です。  

今回、彼は「グループホーム」に入ることになり、新しい生活が始まります。彼

の人生のスタートとなります。親子ともにまだ不安だらけの現状ですが、準備を

進めてまいります。皆様、周りからの応援・指導をよろしくお願いいたします。 

＝新しい評議員を選任しました= 

支部名
担当評議員：三宅純子・秋保 徹

高橋支部 小林秋子 三笠よし子

光岡順子
中央支部 丸山千恵子

上郷支部 板倉明人 大川智恵美
高岡支部 宮本千賀子

猿投支部 吉岡 馨 正木明美

平成 29 年度の正副支部長が決まり、今年度の活動がスタートしました。今年度から「新成人のつ

どい」をレクリエーション委員会から支部活動部会へ移行し、5 支部合同行事として正副支部長が中

心となり開催します。担当評議員や前年に引き続き支部長経験者のアドバイザーさんも加わります。 

会員活動の中心になっていただく皆さんです。宜しくお願いします。 

＝支部活動部会＝ 

平成 29 年 4 月 1 日より 12 名の新しい評議員を選任し

ました。社会福祉法等の一部改正に伴いまして、社会福祉法

人制度の改革があり、今までは理事会で評議員の選任を行っ

てまいりましたが、理事会において評議員を推薦し、評議員

選任・解任委員会にて評議員を選任されることになりまし

た。評議員の選出先は、支部やサービス利用者、地区の推薦、

福祉団体です。任期は、平成29年 4月 1日から平成33年

6月の定時評議員会終結の時までです。 

評議員の皆さん、4年間、宜しくお願いします。 

公務員 猿投支部

中央支部

高岡支部

会社員 上郷支部

高橋支部

サービス利用

保護者代表

サービス利用者代表

民生児童
委員

地区の推薦
(朝日ヶ丘)

民生児童
委員

地区の推薦
(栄町)

民生児童
委員

地区の推薦

（上郷）
民生児童

委員
地区の推薦

（高岡）

会社員
豊田自閉症児・者

親の会

中根和三

選出先氏　名

都築健人

職業

三宅純子

栗野磨智子

秋保 徹

石原一郎

兼子 彦

鵜飼富美子

成田幸子

高桑尚子

宇野靖子

奥村和彦



●育成会の動向（平成 29 年 3 月～5月） 

4 月 23 日(日)雲ひとつない晴れやかな日に、グループホーム『ひらしばの家』の開所式および内覧会

を開催しました。開所式では、自治区の区長さんをはじめ、多くの来賓の皆さまにご出席いただきお祝い

のお言葉をいただきました。また、内覧会では会員や地域住民の皆さんに新しい施設内を見学していただ

きました。 

開所式では、『ひらしばの家』が出来るまでの経緯をご説

明させていただき、ご協力いただきました関係者の皆さま

に育成会から感謝状を贈呈させていただきました。 

開所式の後には、居室をご案内させていただき、 

新しいグループホームを見学していただき 

ました。 

ひらしばの家は、5月1日(月)から運営を開始しました。

入居者の皆さんは、毎日大きな声で「ただいまー！」と言っ

て帰ってきます。帰宅するとそれぞれ自分の部屋でテレビを

見たり、お洗濯したりして過ごしています。世話人さんが作

る夕食はみんな揃って「いただきまーす♪」 

入居者の皆さん一人ひとりが協力し合って、地域の一員と

してこれから暮らしていきます。 

自立の第一歩です。地域の皆さん、宜しくお願いします。 

ひらしばの家は、法人第1号のグ

ループホームです。開所式や内覧会 

等、職員も初体験！記念品はジョイナス利用者さんの自 

主製品、パンフレットも職員が考え作成しました。当日 

は緊張のあまりミスもチラホラありましたが、手作り感 

満載の開所式と内覧会を無事に終えることができまし 

た。ご来場の皆さま、有難うございました。 

内覧会 

3月 1日(火) 育成会だより№24発行

3月 5日(日) 企画委員会講演会　参加者53名

 「成年後見制度がよくわかる講演会」

3月25日(土) 第4回評議員会、第5回理事会

＜議案＞

　理事の選任/定款の一部改正

　内部管理体制の基本方針/定款細則の全部改正

　役員及び評議員の報酬等に関する規程の一部改正

　グループホーム世話人賃金規程及び就業規則

　給与規定の一部改正/賃貸借契約について

　平成29年度事業計画/平成29年度当初予算

　経理規程の一部改正/経理規程細則の一部改正

3月31日(金) 辞令交付式



平成 29年度 ハレハレハイキング in 名古屋港水族館 

平成29年度採用職員は4名。4月からそ

れぞれの配属先で毎日頑張っています。これ

から皆さんと「安心・夢・笑顔」を合言葉に

励んでいきます。 

皆さん、どうぞよろしくお願いいたしま

す！ 

新規採用職員紹介 ☆我が法人期待のルーキーです☆☆

今年度もハレハレハイキングを5月13日（土）に開催しました。今回は久々の大雨に見舞われたハ

レハレハイキングとなりましたが、屋内施設ということで雨の心配をせずに回ることが出来たのは幸い

でした。参加者は職員・ボランティアさんも含めて270名でした。皆、思い思いに水族館を満喫して

いました。ボランティアとして同行してくださったトヨタ紡織課長会の皆様ありがとうございました。 

イルカショーを 

見るぞ！ 

どんな生き物が

イルカな～？ 

ヒトデを触っ

てみよう★ 

施設長を発見♪ 



青年学級開講式 

4 月 9 日（日）に今年初の本人部会行事である工場見学「セントレ

ア＆ミツカンミュージアム」を開催しました。当日は目的地に向かう際

に雨が降っていたのですが、現地に着くころには穏やかな空模様となっ

ていました。皆様のパワーのおかげですね。セントレアで買い物や美味

しいグルメを食べたり飛行機を見たりしたあと、ミツカンミュージアム

のガイドツアーでお酢に関して、色々と学ぶことができました。お寿司

屋さん体験コーナーでお寿司屋さんになりきる参加者さんやMYポン 

酢を作っている参加者さんもいて、同行の職員も楽しくなりま 

した。きっと一日めいっぱい満喫してくださったことと思いま 

す。ありがとうございました。次は7月にバーベキュー大会を 

開催します(^^) 

 桜の花も散り、ゴールデンウィークも

過ぎましたね。三好養護学校(現：三好特

別支援学校)を卒業して、ふれあいの作業

所に入所して、17年になろうとしている

息子は 35 歳になります。これまでいい

ことも悪いことも、怒れることも悲しい

ことも、色々、数々ありましたが、多くの

人に助けてもらい、支えて頂き感謝して

います。（小林）

平成 28 年度第 5回理事会、第 4回評議員会開催 

H29 年 3月 25 日(土)理事会・評議員会を開催し、①理

事の選任について ②定款の一部改正 ③内部管理体制の

基本方針 ④定款細則の全部改正 ⑤役員及び評議員の報

酬等に関する規程の一部改正 ⑥グループホーム世話人

賃金規程及び就業規則 ⑦給与規定の一部改正 ⑧賃貸借

契約 ⑨平成29年度事業計画 ⑩平成29年度当初予算 ⑪

経理規程の一部改正 ⑫経理規程細則の一部改正につい

て議案が可決承認されました。 

4月 15日（土）に青年学級開講式を行いました。青年学級も今年で4年目。新たな仲間もたくさん加

わり、39名の方が学級生として認定されました。今年のコース活動は従来の絵画・エコクラフトコース、

J ポップコースの代わりにフラダンスコースとなりました。改めて気持ちも引き締めつつ、楽しく余暇活

動を頑張っていきます。来賓としてご参加いただいた豊田市子ども部次世代育成課長 佐野 均 様、豊田市

障がい福祉課長 南 良明 様、豊田市文化振興財団青少年センター所長 水野 貴宏 様、豊田市シルバー人

材センター下山支所長 伊藤 孝男 様、今年度ご活 

躍いただく講師の皆様、ありがとうございました。 

本人部会工場見学「セントレア＆ミツカンミュージアム」 

｢ミツカンミュージアム｣ 

江戸時代、当時お酢を運んだ舟の前で♪ 


