
夢が叶う法人に向かって 
 会員制社会福祉法人豊田市育成会は、多くの皆様並びに会員の方々のお力のお陰で、昨

年10周年を迎えることができました。心から厚くお礼申し上げます。本法人も高齢化が進み活

動内容について見直しを進めています。現在は、新型コロナウイルス感染防止のため活動が

制限されていますが、収束した暁には会員個々に適した会員活動を推進してまいりたいと思い

ます。障がいのある本人にとっては、余暇活動は楽しみの一つです。会員制の強みを生かした

活動及び地域貢献事業を進めるとともに地域の皆様への情報発信には、育成会だよりの配

布、SNSの更新、ホームページのリニューアルに力を入れてまいります。福祉サービスを提供す

る福祉事業は、コロナ禍でも安心して活動できる事業体制の構築と施設整備計画に基づいた

事業推進を進めてまいります。地域の皆様におかれましては本法人に対しましてこれまでと同

様に変わらぬご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

社会福祉法人豊田市育成会   

理事長  新開 かおる    
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育成会だより

ジョイナスみさと作業風景 のぼり折り



生活介護事業 
・生活等に関する相談、助言 
・創作的活動、生産活動の機会の提供
及び利用定員の充足 
・身体機能及び生活能力向上支援 
・自宅と事業所間の送迎支援 

就労移行支援事業及び就労継続支援B
型事業 
・利用定員の充足及び利用率の向上 
・利用者の隠れた能力の発見と個性に
合わせた適切な支援と工夫 
・作業受注、自主製品開発・販路拡大及
び施設整備の充実 
・工賃向上計画に基づく工賃の向上 
（目標工賃達成指導員） 
・組織の規律と関係法令及び5S活動の
徹底 
喫茶事業の充実(就労継続支援B型) 
（喫茶「cafe Mikke」（カフェミッケ）） 
・本人の個性を活かした接客能力の向上 
・施設の特徴を生かしたサービスの提
供及び健全な喫茶事業経営 
・地域交流の促進 

相談事業支援 
・きめの細かな相談支援の実施 
・地域生活支援センターの拡充 
サービス等利用計画の策定及びモニ
タリングの実施 

居宅介護支援及び移動支援事業 
・ヘルパーステーションの拡充 
・ヘルパーの確保 

共同生活援助 
（グループホーム「ひらしばの家」） 
・本人の自立を目指した支援と地域の
一員としての生活拠点の充実 
・本人活動の活発化及び定員の確保 

コロナ禍及びその後における 
福祉啓発事業のあり方の検討 

１０年間の福祉啓発事業を振り返り、会
員活動の見直しと課題の克服 
・課題を分析して組織に関する重要事
項等は経営会議で検討 
・部会及び委員会等で対応できる事項
は各部会・委員会で検討 
・各支部で対応可能な事項は支部で検討 

今後の本人活動の在り方の検討 
・三密（密閉、密集、密接）を避けたクラ
ブ活動の推進 

会員及び時代のニーズに適応した広報
自主事業部会活動の推進 
・企画委員会：会員のニーズに応える調
査研究及び事業展開 
・広報委員会：ホームページと補完し合
う「育成会だより」の発行 
・レク委員会：絆を深める事業推進と地
域交流を図るイベントの開催 

法人組織の根幹をなす支部活動部会の
活発化の推進（中央支部、上郷支部、高
岡支部、猿投支部、高橋支部） 
・各支部間の情報共有及び連携強化 
・新成人のつどい開催（５支部合同行事）
・支部会員活動の会員への浸透及び会
員同士の活発な交流 

相談事業の推進 
・ピアカウンセリング 
会員の悩み事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・健全経営の推進 
・経営会議の充実と理事会・評議員会の
年4回の開催 
・特色を生かした事業所運営の指導・ア
ドバイス 
・福祉サービス事業所の地域展開活動
の見直し 
・福祉サービスの総合化を進めるため
の研究活動の実施 

堅実で効率的な法人運営 
・働き方改革の実行、人材確保の促進、
人材育成及び就業意欲の向上 
・ワークライフバランスの確立 
（職場環境巡視[安全,衛生]、カウンセ
リング、生産性向上[PDCA]、他） 
・柔軟な働き方、ヒヤリハット・ニヤリホッ
トの励行 
・人事考課の活用と職員研修の充実 
・就業システムの導入と運用 
・適切な予算配分及び予算執行 
・法定外福利厚生の充実 
家賃補助、通勤補助、扶養手当の支給
や学習支援及び資格取得支援、福利
厚生センターソウエルクラブの加入、
職員互助会への補助、クラブ活動等の
支援、交通事故等災害保険の加入 

５月 
12日(水) 法人監査 

29日(土) 理事会(書面決議) 

６月 19日(土) 
定時評議員会(書面決議) 

理事会 

9月 25日(土) 理事会・評議員会 

12月 
5日(日) ふれあい交流会 

25日(土) 理事会・評議員会 

１月 16日(日) 新成人のつどい 

３月 26日(土) 理事会・評議員会 

令和 3年度 豊田市育成会事業計画 

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりましたが、未だ感染収束の兆しが見えず、コロナ禍を意識した活

動を推進します。5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）活動や検温及び消毒の実施を徹底し、感染の防止に努め、

安心安全な福祉事業体制を構築するとともに利用者さんの工賃向上にむけ、個性に合わせた支援活動に努め

ていきます。福祉啓発活動では、三密（密閉、密集、密接）を避けた活動と10年間を振り返った会員活動の見

直しを進めるとともに法人基盤の確立を図るためのガバナンスの強化と健全経営の推進に努めます。

＝ コロナ禍に適応した事業活動・会員活動の推進 ＝

福祉事業(事業体)の推進 公益事業(運動体)の推進
【福祉啓発事業】

法人基盤の確立と課題克服

春、夏、秋のイベント、行事等は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止を図るため中止しました。



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、喫茶事業等 

障がい福祉サービス 訓練等給付費等 

福祉啓発事業 正会員、賛助会員会費等 

その他事業収入 市補助金、寄付金等 

その他収入 利用者等外給食費、他 

その他の活動 積立資産取崩、繰入金収入 

事
業
活
動

人件費 役員報酬、職員給与、法定福利費等 

事業費 利用者検診、福祉啓発行事、講師料等 

事務費 事務消耗品、水光熱費、業務委託費、リース代等 

就労支援事業 利用者工賃、材料費等 

施設整備等 パソコンリース、勤怠システム等 

 その他の活動 積立資産支出、繰入金支出 

令和 3年度 豊田市育成会当初予算 

豊田市育成会の令和 3 年度予算は、事業活動収入 313,796 千円（前年比約 6.75%増）、支出

307,539 千円（前年比約 1.15%減）です。 

今年度は、清掃委託事業、請負事業及び喫茶を始めとしたジョイナス独自の自主事業として 60,021 千

円計上しています。

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

用語の解説 
【収入】 

用語の解説 
【支出】 

＝ 工賃アップを目指す事業所経営と現状に適した組織見直し＝

就労支援事業 
60,021千円 
19% 

障がい福祉サービス等 
250,249千円 
80% 

その他の活動 
45,169千円 

13%
福祉啓発事業 
3,251千円 
1％

その他収入 
240千円 
0％ その他事業収入 

35千円 
0％

施設整備等 
3,169千円 
1% 

その他の活動 
45,169千円 
13% 

事業活動事業活動
313,796千円
87%収

入

支

出

【

】【

】

事務費,  
25,814千円 
8%

就労支援事業, 
60,021千円 
19%

事業費 
13,908千円
5% 人件費 

207,796千円 
68% 

事業活動
307,539千円 
86%

事業活動



１：利用者さんのやってみたい！を応援 

・本人の希望を尊重し、利用者会議を通して、利用者さんの「や

ってみたい！」を応援しました。 

２：コロナ禍での工夫を生かした支援 
・ヘルパーステーションでは、コロナ禍の外出自粛により利用

を控える中、代替え支援として施設内でのグループ支援を導

入し利用者のストレス解消につなげましたが、サービス提供

量は前年の65%でした。 

・地域生活支援センター（特定相談支援事業所）では、相談支

援専門員や他事業所と綿密な連携により132件のサービス

等利用計画を策定するとともにモニタリング147回を実施し、

家庭訪問や三者面談を十分な形で行うことができない環境

での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 
・ジョイナスつかさ移行支援事業では1人が就職し、開業以来

延べ52人（うち12人は再就職）が企業などに就職し、36人

が引き続き定着しています。 

・作業売り上げは、コロナ禍の中でもジョイナスかずえの喫茶

事業や清掃事業を開始したことと各ジョイナスでの売り上げ

が伸びたことで前年度に比べ11,500千円余の増収となりま

した。利用者平均月額工賃は前年度に比べ3,252円の大幅

な増となり、16,095円を支払うことができました。 

〇支部活動部会では、感染症対策を行い来賓を控えて新成人

のつどい（参加者52人）を5支部合同で開催しました。また、

各支部の行事等は12回（延べ120人）開催されました。 

〇本人部会では、「フライングディスク」「きずなっくす」を除い

て「音楽療法」「POP’S」「ありのまま合唱団」の活動は休

止。青年学級の開講は中止しました。 

〇広報自主事業部会では、広報誌「育成会だより」を年3回発

行（3,500部/1回）し、市民への理解活動に努めました。 

令和元年度事業報告・決算報告 

１０周年記念誌発刊 と 喫茶「cafe Mikke」オープン！
令和2年度は、新型コロナウイルスの感染拡大による不安と戸惑いの中で感染防止と支援の継続に、全職員

がエッセンシャルワーカーの誇りと責任をもって全力で取り組んできました。そんな中、社会福祉法人設立10周

年の節目の年でもありましたが、記念総会は開催できませんでした。しかし10年間の歩みを記念誌にまとめ、そ

の間の実績を引き継ぎ、将来を見据えた大切な年と位置づけ、福祉サービスの満足度アップやワークライフバラン

スの取れた働きやすい職場づくり、そしてガバナンスの強化やコンプライアンスの向上に努めてきました。施設整

備計画では、７月に公設の就労支援施設内にジョイナスえかく従たる事業所として「ジョイナスかずえ」を開設し、

喫茶（cafe Mikke）事業と清掃事業を開始しました。とくに、PDCAのマネージメントサイクルを活かした目標管

理制度や人事考課による評価制度、そして5S活動の実践やサービスガイドライン（サービスの品質保証指針）の

達成率向上等、組織の生産性向上を進め職員の「なりたい。やってみたい」を応援してきました。 

福祉サービス事業（事業体） 福祉啓発事業（運動体） 

令和 2年度事業報告・決算報告 

見

数
字

令和 2年度の育成会の実績

授産年間売上額 

52,734,118円 
（41,2９9 ,344円） 

利用者年間平均出勤率 

91,8% 
（93,2%） 

工賃年間総合計額

23,460,935円 
（21,536,547円）

利用者平均月額工賃 

16,095円 
（13,843円） 

ヘルパーステーション利用者数

206人（312人）

サービス等利用計画策定件数

132件（145件） 

モニタリング実施数 

147回（156回）

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
の強化を推進し、「地域への見える化」では、コロナ禍で
地域との交流はできませんでしたが、育成会だよりのほ
かにジョイナス通信、会員だよりの発行、SNS更新、ホー
ムページのリニューアル等を通してアクセス数の増加に
つなげるとともに地域清掃活動や交通安全立哨活動な
ど社会貢献活動等を実施しました。 

※（ ）内は令和元年度 



公益事業 

2,310,000 円 
経常経費寄付金 

105,040円 

就労支援事業 

52,734,118 円 

サービス活動収益 

総額 298,424,751 円 

障がい福祉サービス等事業 

243,275,593 円 

新型コロナウイルス感染症拡大の中、収支決算の黒字化は昨

年度に引き続き維持できました。しかし、利用者減少による障害

福祉サービス等事業収入の減少、職員処遇改善による人件費

比率の上昇が予想されます。今後も一層の経費節減に努めると

ともに、提供サービス内容の課題を整理し改善に取り組んでま

いります。 

サービス活動収益では、コロナ下によりサービス利用の控

えや退所等により前年度に比して減少する中で、ジョイナスか

ずえの喫茶事業や清掃事業をはじめ、各ジョイナスで売上を

伸ばし就労支援事業収入(作業売上)が、前年度に比べ

11,500 千円余の増収となりました。利用者平均月額工賃

は、前年度より 3,252 円の大幅な増額となり、16,095 円を

支払うことができました。 

減価償却費 

5,612,960 円 

就労支援事業費用 

49,595,462円 

サービス活動費用 

総額 291,855,909円 

人件費 

199,530,090 円 

事業費 

12,488,119 円 

事務費 

24,629,278円 

令和２年度事業報告・決算報告 

「令和2年度事業報告書」や

「令和2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。 

＜収益＞ 

＜費用＞ 

□法人単位貸借対照表（R3.3.31現在） （単位：円）

科目 金額 科目 金額

流動資産 171,756,412 流動負債 32,167,631

固定資産 214,783,257 固定負債 480,168

基本金 10,000,000

国庫補助金等特別積立金 0

その他の積立金 165,000,000

次期繰越活動増減差額 178,891,870

資産合計 386,539,669 負債・純資産合計 386,539,669

資産の部 負債・純資産の部



財産目録 

令和 3年 3月 31 日現在 



3月1日(月) 育成会だより№39発行 
3月19日(金) 第7回経営会議 
              ＜議案＞ 

理事会議案/評議員候補者の推 
薦/福祉サービス事業・福祉啓発 
事業/令和3年度職員体制 

3月27日(土) 第4回理事会・第4回評議員会 
              ＜議案＞ 
               ジョイナス事業等の運営規程 

一部改正 
               経理規程の一部改正 
               令和3年度事業計画 
               令和3年度当初予算 
3月31日(水) 辞令交付式(一部リモート) 

4月1日(木)  ジョイナス入所式(新規利用者7名) 
             新規採用職員3名 
5月8日(土)  各ジョイナスお楽しみ会 

(ハレハレハイキング代替行事)

5月12日(水) 法人監査 
5月22日(土) 第1回経営会議 
             ＜議案＞ 
               評議員選任・解任委員の選任/ 
               理事会議案 
5月29日(土) 第1回理事会(書面決議) 
6月4日(金)  評議員選任・解任委員会 

＜議案＞ 
               評議員の選任 
6月19日(土) 定時評議員会(書面決議) 
             ＜議案＞ 
               理事・監事の選任 
               令和2年度事業報告 

令和2年度決算(計算書類及び 
財産目録)報告及び監査報告 

               社会福祉充実計画 
             第2回理事会 
             ＜議案＞ 
               理事長及び常務理事の選定 
               部会長等の選定 
               評議員会の招集 
6月26日(土) 会員総会(新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止) 

（令和3年3月～令和3年6月） 



 新型コロナウイルス感染症の影響により、例年 

開催しているハレハレハイキングの代替行事として 

各ジョイナスでお楽しみ会を行いました！ハイキング 

の気分が味わえるよう、午前中は葉っぱなどを採集するなど、季

節を感じながらウォーキングを行いました。 

午前は頑張って、ウォーキングで毘森公

園へ！景色の良い場所で写生大会を行

いました。 

午後は写生大会で書いた絵のデコレー

ションとフォトフレーム作り。素敵な作品

がたくさん完成しました♪ 

お 楽 し み 会

5月8日 

～ハレハレハイキング代替行事～ 

福祉事業 

J さかえ 

J つかさ

J ふれあい・みさと 
鞍ヶ池公園 

午前はウォーキングに出かけ、自然

や景色を楽しみました。天気も良く

風も心地良かったです！ 

午後はお楽しみ会を開催 ！ミニゲ

ームやビンゴ大会をしました。 

■ウォーキング 

■お楽しみ会 

■ウォーキング 

■フォトフレーム作り 

午前はウォーキング！植物を採集し

たり、景色を楽しみました。採集した

植物は事業所に戻ってから、名前や

特徴を確認しました。 

午後はお菓子釣り・輪投げ・宝さが

しの手作りゲームで盛 り上がりまし

た。 

■ウォーキング 

■室内ゲーム 

開会式・閉会式はリモートで開催！ 
画面越しでも、みなさんのお顔が見られて、良い

機会だったと思います。施設長からのお話も、み

なさん真剣に聞いていました！ 

(生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型) 

ジョイナス 



午前はウォーキング途中に採集した

落ち葉などで絵画の作成！3チーム

に分かれ協力して作成しました。 

午後はお楽しみ会で音当てゲーム

を行いました。チームで相談している

姿が印象的でした。 

午前はウォーキングをして、写生や

葉っぱを貼って作品づくり！それぞれ

の個性があっておもしろかったです。 

午後はビンゴ大会を開催 ！動物柄

のビンゴゲームは少し難しかったか

な？ 

■ウォーキング 

■ビンゴ大会 

■ウォーキング 

■音当てゲーム 

新 規 採 用 職 員 紹 介

令和3年4月より、育成会に新たなメンバーが

3名仲間入りしました。「安心・夢・笑顔」を合

言葉に、それぞれの配属先で頑張ります。 

 皆さん、どうぞよろしくお願いします！ 

よろしく 

お願いします！ 

役職 氏名 選出先

理事長 新開 かおる 高橋支部

常務理事 古井 鎭信 職員代表

理事 坂下 真奈子 猿投支部

理事 大谷 忠幸 中央支部

理事 林 庄一 高岡支部

理事 五十玉 達雄 上郷支部

令和 3 年 6 月の定時評議員会において、理事が

選任されました。 

新理事のご紹介



支部活動部会 

我が家には双子の子供以外に、大切な同じ年の２人

の宝物がありますので紹介します。 

１人目はアイクルというかわいいトイプードルです。 

３度の食事を生きがいにし、我々の食事の時にも、何

かもらえるまで何も言わずにずっと横にお座りしていま

す。夜は一緒に寝ています。昼間は日当たりのよい場所

でのんびり寝ています。ひょっとしたら猫ではないかと

思います。 

もう１人は、愛車プリウスです。佳祐の送迎から旅行

まで大活躍しています。18万８千kmくらいの走行距離

ですが、乗り心地は最高です。 

２人は2008年生まれでこの年に家にきて、今年で13

歳ですが、とても元気です。彼らと毎日暮らすことが、家

族全員の生活を明るく元気にしてくれています。 

これからもずっと一緒に過ごしていきたいです。

会員リレー ～わたしの安心・夢・笑顔～ 

高桑一隆 

[高橋支部] 

我が家の同じ年の

２人の宝物 

令和2年度 第4回理事会、第４回評議員会 

令和3年度 第１回理事会、定時評議員会、 
第2回理事会 

令和3年3月27日(土)理事会・評議員会を開

催しました。①ジョイナス事業等の運営規程一部

改正②経理規程の一部改正③令和3年度事業計

画④令和3年度当初予算について議案が可決承

認されました。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、令和

3年5月29日(土)第1回理事会、6月19日(土)

定時評議員会は書面決議にて行いました。①理

事・監事の推薦②評議員選任・解任委員の選任

③評議員候補者の推薦④令和2年度事業報告

⑤令和2年度決算(計算書類及び財産目録)報告

及び監査報告⑥社会福祉充実計画⑦定時評議

員会の書面決議の実施(②③⑦は理事会のみ)に

ついて議案が可決承認されました。また、6月19

日(土)第2回理事会は、通常通り開催し、⑧理事

長及び常務理事の選定⑨部会長等の選定⑩評

議員会の招集について可決承認されました。 

社会福祉法人豊田市育成会

℡ ：0565-77-5611(代表) Fax：0565-77-3557 
Mail ：t-ikuseikai@hm.aitai.ne.jp

〒471-0831  
愛知県豊田市司町三丁目61番地の１ 

新メンバーでの支部長・副支部長会がスタート！

新型コロナウイルスの影響もありますが、より良い活動に
つなげていきます。 
皆様のお力添えをよろしくお願いいたします！

当日ご欠席のため、上郷支部の
戸田さんは、「新成人のつどい」
で、ご挨拶していただいた時の写
真でご紹介いたします。 

編
集
後
記

コロナ禍の中で、昨年オープンしたカフェミッケ

ですが、もうすぐ一年になろうとしています。コロナ

感染拡大が落ち着きません。それでも、利用者達は

がんばって仕事をしています。ミッケに行ったら、笑

顔で「いらっしゃいませ」と声をかけてくれるので、 

その笑顔のために、ミッケに食事 

に行っています。 

(高岡支部：内村) 豊田市育成会 
広報委員会
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