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会員制法人としての歩み方 

豊田市育成会は、平成２２年１０月に会員制社会福祉法人として設立されました。今年も会員総会が終
了し、事業計画や施設整備計画に基づき、新たな目標に向かって進んでおります。 
  会員の皆様の意向を反映して、本年４月に生活介護事業ジョイナスたかおか多機能事業所がオープンし
て、来年７月には南部地区に就労支援施設喫茶事業の開設を予定しています。これらは、豊田市育成会の
誓いにある「安心」「夢」「笑顔」の持てる地域づくり、場づくりに がるものと思っています。
  近年、地域共生型パーソナルアシスタントという制度外のサービスに応えるために、住民が住民をサポー
トする仕組みづくりに着手している団体があります。豊田市育成会としても６月の定時評議員会で選任され
た新しい理事を加えた新体制で、「法人福祉事業の推進」「本人活動の活性化」「健全な経営のガバナン
スの確保」の基本方針に沿って時代の先を見据え、会員のニーズに応える運営を進めてまいります 
 そのためには、地域の皆様のご理解と会員の皆さんのご協力がますます重要となってまいります。先日、出
席しました社会福祉に関する市民公開講座で「私のできる範囲でよければお手伝いしますよ」の言葉が心
に響きました。なにとぞよろしくお願いいたします。。 

社会福祉法人豊田市育成会 
 新開 かおる 

2019 年度新会員向けセミナーのようす 



多様なニーズに応える基盤整備の推進 

就労支援システムの充実 
・就労移行、継続支援B型事業の実施 
・作業受注、自主製品開発、販路拡大 
・利用者就職支援、実習先企業開拓 
・工賃向上計画に基づく工賃の向上 

生活介護事業 
【多機能型事業所ジョイナスたかおか】 
・生活等に関する相談、助言 
・創作的活動及び生産活動の機会提供 
・身体機能や生活能力の向上支援 
・事業所への送迎 

共同生活援助 
【グループホームひらしばの家】 
・本人の主体性を高め、地域の一員とし
ての生活拠点の充実 

居住介護支援（移動支援） 
・ヘルパーステーションの充実 
・ガイドヘルパーの確保 

相談支援事業 
・相談業務の支援 
・地域生活支援センターの充実 

施設整備計画の推進 
・福祉サービス事業所の地域展開拡張 
の検討及び実施（喫茶事業開設準備） 
・中核拠点施設の具現化検討 
・福祉サービス統合化推進の研修活動 

個性を伸ばす本人部会活動の推
進＆社会貢献事業の実施 
・青年学級講座のカリキュラム充実 
・本人の隠れている能力を引き出す事業
の実施やクラブ活動の充実 

地域との絆を深める 
広報自主事業部会の推進 
【企画委員会】 
本法人の発展及び地域連携に関する
調査研究と事業展開 
【広報委員会】 
 広報誌「育成会だより」の発行 
【レクリエーション委員会】 
・会員間の絆を深める 
・地域交流を図るイベントの企画、開催 

法人組織の根幹をなす支部活動
部会の活発化の推進 
【中央・上郷・高岡・猿投・高橋】 
・各支部間の連携強化 
・新成人のつどいの開催（支部合同） 
・支部会員活動の重要性の PR 及び会
員同士の活発な交流を図る 

会員の新規事業や相談事業推進 
【プロジェクトX事業】 
育成会の向上及び会員の要望に応え 
た新規事業を実施する場合の資金支
援（上限１０万円） 
【ピアカウンセリング】 
 会員の悩みに対して会員同士が自分
の経験に基づいて教え合う 

法人のガバナンス強化と施設整
備計画の推進 
・経営会議の活発化と理事会及び評議 
員会の年４回の開催 
・中核拠点施設整備の推進 
・地域の需要に応えてジョイナスの多機
能化の推進 
・福祉サービス事業の地域展開拡張の
検討及び実施 
・福祉サービスの総合化を進めるための
研究活動の実施 

円滑な法人運営 
・人材育成、職員の就業意欲の向上 
（人事考課の実施と職員研修の充実） 
・職場環境の整備充実 
（什器備品の整備、職場環境巡視他） 
・施設整備計画に基づいて、効率的な 
予算配分及び予算執行に努める 
・職員のワークライフバランスを重視した
法人運営に努める 

令和元年度 豊田市育成会事業計画 
令和元年度は、ジョイナスたかおかで多機能化の施設改修に伴い、生活介護事業が事業所の 2階

で開始しました。また、ジョイナスえかくでは「南部就労支援施設喫茶事業」が来年７月にオープンを目

指して準備を進めています。その他に、将来を展望した施設整備計画に基づいて、グループホーム等を

備えた中核拠点施設の具体的な検討が、経営会議等で進められています。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

福祉事業 事業体 の推進 公益事業 運動体 の充実
【福祉啓発事業】 法人基盤の確立 

月 福祉事業 公益事業 法人 
4･5 ハレハレハイキング 工場見学 理事会 
6  会員総会 定時評議員会・理事会 
8･9  紙ヒコーキ大会 理事会・評議員会 
10･11 楽楽運動会 バス旅行  
12  ふれあい交流会 理事会・評議員会 
1･3  新成人のつどい 理事会・評議員会 

----------------------------------------------------------------------------

今年度の 
主な行事 

--
--
--
--
--
--
--
--
--
-



多様なニーズに応える基盤整備の推進

令和元年度 豊田市育成会当初予算 
 豊田市育成会の令和元年度予算は、事業活動収入２８３,５２０千円（前年比約１.8％減）、支出３１０,

２４２千円（前年比約3.2％増）です。 

 今年度は、中核拠点施設等設計費予算として１０,０００千円計上しています。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

用語の解説 
【収入】 

収
入

支
出

用語の解説 
【支出】 

事
業
活
動

就労支援事業 請負事業、自主製品販売、清掃、公園清掃委託 
障がい福祉サービス 訓練等給付費、介護給付費、計画相談支援給付費 
福祉啓発事業 正会員、賛助会員会費、参加費 
その他事業収入 市補助金、寄付金、配当金利息 
その他収入 利用者等外給食費、他 

その他の活動 施設整備等積立資産取崩収入等 

事
業
活
動

人件費 役員報酬、職員給与等 
事業費 ＧＨ賃借料、教養娯楽費、福祉啓発事業、利用者検診 
事務費 事務消耗品、水光熱費、コピー機等リース代、業務委託費等 

就労支援事業 利用者工賃、材料費等 
施設整備等 施設改修費、備品費、パソコンリース代等 
その他の活動 拠点区分繰入金支出等 



１：利用者さんのやってみたい！を応援 
・無理のない目標設定での個別支援計画を始め、クラブ活 
動や利用者会議などを通して、本人の希望を受けとめて利
用者さんの「やってみたい！」を応援しました。 
・開設2年目のグループホーム「ひらしばの家」では、地域の
交通安全立哨活動や食器洗い、お風呂掃除などを利用者
主体で行うことができました。 

２：
・個別支援計画を策定し、定期的なアセスメント、モニタリン
グを通してサービスガイドラインの徹底を図り、利用者 14１
人の夢や希望が叶う「褒める支援」につなげました。 
・サービス等利用計画では、132 件の計画策定、158 回の
モニタリング、家庭訪問及び三者面談を通して福祉サービ
スの利用調整を適切に行いました。 

３：利用者さんのスキルアップを図る 
・生活習慣、作業態度等６領域50項目の評価基準による自
立度評価を基に、本人のストレングスの把握に努め、本人
に適した新しい作業の導入など本人のやる気に繋げました。 
・売上は、前年度に比べ３４２千円余りの増収となり、利用者
平均月額工賃は前年度に比べ８９９円増の 13,822 円を
支払うことができました。また、移行支援事業では５人が企
業等に就職し、就職者３２人が引き続き定着しています。 

１：育成会の理解活動と支部活動等の活発化 
・広報誌「育成会だより」の年4回発行や地域住民との交流
イベント（音楽祭 PiｅceVol.10、ふれあい交流会）を開催し、
理解活動に努めるとともに会員総会及び新成人のつどい
を支部長会中心に開催しました。また、前年度の支部長経
験者にアドバイザーに就任いただき、支部活動の活発化に
努めた結果、各支部の行事は１６回開催されました。 

２：親睦活動を通して、会員間の絆の強化 
・広報自主事業部会レクリエーション委員会が担当するバス
旅行で「掛川花鳥園とランチバイキングの旅」に会員８４人
が参加して会員間の絆を深めました。 

・新規の「ありのまま合唱団」を含め５クラブが活発に活動し、
工場見学、紙ヒコーキ大会等のイベントには１２５人が参加
しました。 
・会員以外の本人も参加している社会貢献事業「青年学級」
は、クラス活動とコース活動で年間19回開催しました。 

４：会員・賛助会員の加入促進 

法人のガバナンス強化とジョイナスたかおか施設改修整備
平成 年度事業報告・決算報告 

福祉サービスの満足度アップやワークライフバランスのとれた働き
やすい職場づくり、そしてガバナンスの強化に努めました。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

法人のガバナンス強化では、経営会議をはじめ、会員や職員参加の部会会議及び職員会議などを積

極的に開催して、福祉サービス事業並びに福祉啓発事業の課題解決に向けて活発に議論してきました。

また、施設整備計画では、ジョイナスたかおか多機能化に向けた事業所の改修準備を行うとともに来年度

開設予定の南部就労支援施設喫茶事業は、豊田市との調整や準備を精力的に進めました。 

基礎基本を大事にして平成２９年度を初年度とした３年間の下記３項目１０点の重点項目の下、「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。

福祉サービス事業（事業体） 福祉啓発事業（運動体） 

各事業共通 

職員のスキルアップを図
り、情報の共有化と事業連
携の強化及び地域への
「見える化」に努めました。 

 数字で見る！ 年度の育成会の実績  
内は 年度 



サービス活動費用では、各事業所および施設整備計画

によるジョイナスたかおか多機能事業所開設に向けた什

器備品を中心に整備しました。 

また、職員の就業意欲の向上と生活の安定を図り、処

遇面を見直し、人件費は上昇するものの経費節減に努め

法人設立以来、毎年安定した基盤づくりを進めています。 

「平成３０年度事業報告書」

や「平成３０年度計算書類」等

は、育成会ホームページでもご

覧いただくことができます。 

サービス活動収益では、就職や転居等によりサービ

ス利用者数が減少し、また、報酬改定により支援費が減

額となり、障がい福祉サービス等事業収入は前年度に

比べ、３２４８万円余の減収となりました。 

就労支援事業収入(作業売上)は、前年度に比べ３４

２千円余の増収となり、利用者平均月額工賃は、前年度

より 899円増の13,822円を支払うことができました。 

□法人単位貸借対照表（H31.3.31現在） （単位：円）

科目 金額 科目 金額

流動資産 159,426,847 流動負債 37,207,918

固定資産 221,677,130 固定負債 4,228,200

基本金 10,000,000

国庫補助金等特別積立金 25,000

その他の積立金 162,922,000

次期繰越活動増減差額 166,720,859

資産合計 381,103,977 負債・純資産合計 381,103,977

資産の部 負債・純資産の部

原価償却費 

(国庫補助金取崩分控除後) 

3,802,077 円 就労支援事業費 

38,866,956円 

サービス活動費用 

総額 281,221,916円 

人件費 

200,428,192 円 

)

事業費 

11,979,515 円 

事務費 

26,145,176円 

)

公益事業 

3,281,906 円 経常経費寄付金 

105,470円 

)就労支援事業 

39,906,765円 

障がい福祉サービス等事業 

248,635,725 円 

サービス活動収益 

総額 291,929,866円 

平成 年度事業報告・決算報告 



財産目録 
平成 31 年 3月 31 日現在 



3月1日 (金) 育成会だより№32発行
3月16日 (土) 第4回経営会議

＜議題＞ 5月26日 (日) 理事・企画委員会共催 新規会員研修会
 施設整備計画/理事会議案 「育成会を知ろう！セミナー」参加者39名
 新規職員募集他 6月1日 (土) 第2回経営会議

3月23日 (土) 第4回理事会・第4回評議員会 ＜議題＞施設整備計画ほか
＜議題＞ 6月15日 (土) 定時評議員会
 ジョイナスつかさ運営規程一部改正 ＜議題＞
 中核拠点施設の建設及び土地取得  理事・監事の選任/H30年度事業報告
 平成31年度事業報告･当初予算  H30年度決算報告及び監査報告
 評議員会の招集(理事会のみ) 第2回理事会

3月27日 (水) ＜議題＞
3月29日 (金) 辞令交付式
4月1日 (月) ジョイナス入所式  評議員会の招集
4月6日 (土) 本人部会工場見学 参加者49名 6月22日 (土) 会員総会 参加者〇名

土岐ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ＆ﾓﾝﾃｰﾙ美濃加茂工場 ＜報告議案＞
4月13日 (土)  H30年度事業報告･決算報告
5月1日 (水) 新元号「令和」施行  H31年度福祉啓発事業計画･予算
5月11日 (土) ハレハレハイキング 参加者186名  H31年度会員活動目標

会員研修会 参加者〇名
5月15日 (水) 法人監査 「育成会施設整備計画等について知ろう！」
5月25日 (土) 第1回経営会議 6月29日 (土) 第1回就労支援施設等運営会議

＜議題＞ ＜議題＞
 施設整備計画/理事会議案  H30年度目標進捗状況･事業報告
 新規職員募集他  就労支援施設の運営課題等
第1回理事会 第3回経営会議
＜議題＞ ＜議題＞施設整備計画ほか
 理事・監事の推薦及び監事の同意
 H30年度事業報告･決算及び監査報告
 定時評議員会の招集

●育成会の動向（平成 31年 3月～令和元年6月） 

１ 

名 

名 



５支部代表の顔合わせを終え、新メンバーでの

支部長会がスタートしました。各支部での課題に

ついて話し合いをしたり、支部活性化に向けた活

動をしたりと大忙しの支部活動部会ですが、会員

活動の活性化に向けて力を入れていきます。今年

度の“新成人のつどい”もお楽しみに。 

平成３１年４月７日（日）に今年度第一弾となる、本人

部会行事“工場見学”に岐阜県に行ってきました。今年の

参加者数は４９名と、毎年たくさんの本人さんたちが参加

する人気イベントです。今年は天候にも恵まれました。 

アウトレットでショッピングを楽しみ、モンテールでは美

味しそうなお菓子が出来上がる様子をしっかりと目に焼

き付けることが出来ました。お土産も充分に買って大満足

の１日。次回の本人部会のイベントが待ち遠しいですね。

皆さまお疲れさまでした。 

担当理事 坂下真奈子 
担当評議員 高桑尚子 三宅純子 

支 部 支 部 副 支 部
猿投支部 塚田あい子 成瀬五夫 
中央支部 村瀬昭子 佐々木富美子 
高岡支部 奥川奈美江 赤崎陽子 
上郷支部 山口ミサ子 吉田朱美 
高橋支部 柴田恵美子 伊藤美幸 

会員リレー ・夢・ 第 回

山
崎
千
草
猿
投
支
部

私は、硬式テニスを習っています。まだまだ、試合展開が上手くいか

なくて、苦しい場面も多いですが、ペアと頑張って点を取った時は、最

高に楽しくて嬉しさも二倍になる、そんなテニスがすきです。その楽しさ

を味わってほしくて、息子に教えた時もありましたが、今思えば、ラケッ

トの振り方やルールをそのまま押し付けていたのかなと思います。コー

チと話をしていた時、「ルールに囚われないで、新しく楽しめるテニスに

変えればいいんだよ」と言われて、頭の固い私は「成程！！」と思った事

がありました。子供の頃は、楽しむ為に色々ルールを変えて遊んでいた

けれど…今もそんな発想ができたら、いつか会員の皆さんと一緒に、

楽しくて、笑顔になれる様なテニスを企画してみたい。それが私の密か

な夢です。…あ、言っちゃった（笑） 

公益事業 福祉のことを、もっと身近に

支部活動の活性化を目指して

支 部 活 動 部 会

見る・知る・買う・食べる 

本人部会工場見学

レク委員として
も活動中です！ 



令和元年５月１１日（土）にジョイナス合同行事として、犬山市にあ

るリトルワールドへハレハレハイキングに行ってきました。 

今年は大型バス３台を貸し切り、総勢 186 名が参加し、 「あなた

の世界を広げよう」のテーマのもと、各グループに分かれて世界の

国々の雰囲気を味わい、園内を楽しみました！ 

新エリアのタイやフィンランドサーカスなど、魅力的なイベントも目

白押し。来年のハイキングもたのしみですね。

また、今年は１８名のボランティアの皆さまにご協

力いただきました。ハイキングにご参加いただきまし

たトヨタ紡織課長会の皆さま、中京大学の学生さま、

脇坂さまありがとうございました。 

-----------------------------------------

育成会にフレッシュなメンバーが仲間入り

新 規 採 用 職 員 紹 介

平成３０年度に新卒３名、特別任用職員３名を採用

し、４月より新たなメンバーとしてよろしくお願いします。 

２０代から 7０代と、幅広い年齢層のいる育成会なら

ではの強みを生かしてお仕事に取り組んでいきます。 

それぞれの配属先で頑張っていきましょう。 

ジ ョ イ ナ ス 合 同 行 事 開 催
---------------------------------------------------------------- 

ハレハレハイキングで楽しくリフレッシュ！

障がい者の「働く」を応援 福祉事業

ご協力いただいた 
ボランティアの皆さま 

迫力バツグン！ 
フィンランドサーカス 

ドイツエリアではいチーズ！ ボランティアさんと一緒にランチタイム
エリアではいチーズ！

----------------------------------

-------------------------------------------------------



平成 年度第４回理事会、第４回評議員会開催 

平成３１年３月２３日（土）理事会・評議員会を開催し

ました。議案は、①ジョイナスつかさ運営規程の一部改

正②中核拠点施設の建設及び土地取得③平成３１年

度事業計画④平成３１年度当初予算について議案が

可決承認されました。

早いもので「広報」を担当
して 2年が経ちました。今年
は平成から令和へと新しい時
代が始まりたくさんのイベント
があります。多くの人に見ても
らえるようなものを作っていき
ます。これからも育成会をよろ
しくお願いします。（大川） 

令和元年度第１回理事会､定時評議員会開催 

令和元年５月２５日（土）理事会、令和元年６月１５

日（土）定時評議員会を開催し、 理事・監事の推薦

及び監事の同意②平成３０年事業報告③平成３０年

度決算報告及び監査報告④定時評議員会の招集に

ついて議案が可決されました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
に 名が仲間入りしました

平成３１年４月１４日（土）に青少年センターにて、青年学級開講式

を行いました。今年は２７名の方々が学級生として認定されました。来

賓としてご出席いただきました、豊田市子ども部次世代育成課長 佐

野均様、豊田市文化振興財団青少年部長 森哲也様、今年度ご活躍

いただく講師の皆さまありがとうございました。 

んだろう？ 
知的障がいのある若者が豊かな生活を送るため

に、余暇を利用して仲間づくりや趣味を通して社会

に適応する能力を見につける１年間の講座です。 

今年はエコクラフト・フラダンス・絵画の３つのコー

スを中心に活動していきます。 

★毎年２月に学級生の募集を行っています★ 
エコクラフト 
コース 

フラダンス 
コース 

絵画コース 

豊田市育成会よりお知らせ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

編集後記
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

ホームページ更新中

当法人ホームページでは、イベ

ントや各事業所の日常の様子

を随時、更新中です。 

皆さまぜひ、ご覧ください！

“豊田市育成会”で検索！ 

令和もよろしく 
お願いします！ 

豊田市育成会の誓い 

「安心して過ごせる」「夢や願いがかなう」「笑顔が絶えない」楽しい地域づくり、場づくりをめざします。 

社会福祉法人

豊田市育成会
〒  愛知県豊田市司町三丁目 番地の１ 

本部
発行／令和元年７月 豊田市育成会 広報委員会


