
法人への想い 
社会福祉法人豊田市育成会の役割は、発達障がいや知的障がいのある人達が地域の皆

様と「安心」「夢」「笑顔」の溢れる地域社会で一緒に生きることへのお手伝いです。身体的な

ケアよりも生活することや事業所でのお仕事及び余暇を充実して楽しむことの支援を大切に

しています。 

豊田市には多くの障がい者の事業所があり、情報交換や交流ができれば利用者さん達の

世界も広がっていきます。先日、ある団体さんの活動報告会に招待を受けて出席させていただ

きました。多くの皆さんの応援を受け、笑顔で自信を持って活動している姿から人の絆の大切

さを改めて痛感いたしました。 

障がい者の皆さんが笑顔で生活できる環境づくりには職員の皆様や育成会を応援してくだ

さる地域の皆様が笑顔でいられる環境が必要です。 

そのためには、本法人として経営会議、理事会、評議員会及び会員活動をさらに充実するこ

とが重要だと認識させられました。皆様におかれましては、今後とも引き続き本法人へのご支

援とご協力をよろしくお願いします。 

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

ジョイナスつかさ作業風景



就労移行支援事業及び就労継続支援B型
事業 
・利用者の目標に焦点を当てた支援事業
の推進と定員確保 
・利用者の能力と個性を伸ばすとともに
SDGs活動の推進 
・販売を重視した自主製品開発、福祉サー
ビスの工夫、請負事業及び契約事業の確
保 
・工賃向上計画に基づく工賃の向上（目標
工賃達成指導員） 
・災害への対応力の強化（BCPを取り入れ
た災害対策計画の策定） 
生活介護事業 
・生活等に関する相談、助言 
・魅力のある創作活動、生産活動の機会の
提供及び利用定員の確保 
・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 
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 
・男女共同棟(男性2階、女性1階)GHの体
験利用及び定員の確保 
・365日稼働するGHの検討 
喫茶事業(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 
・地域に合った多彩なサービスの促進と喫
茶事業マネジメントの向上 
・地域交流の促進 
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 
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 

会員活動の見直し内容 
・正副支部長の負担軽減を図るため各
委員との兼務の廃止及び開催イベント
等の担当の明確化 
・全会員対象の親睦行事は、レクリエー
ション委員会担当 
・会員の親睦に適した手軽な行事は、各
支部担当 
時代のニーズに適応した広報自主事業
活動の推進 
・企画委員会：コロナ下における新たな
研修方法及び情報提供等の検討 
・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：会員及び市民の心を潤す
「小さな写真展」の開催 
本人活動の推進 
・コロナ下で休部となっているクラブの
再開検討 
・新たなクラブ創設の推進 
・障がい者作品展等への協力 
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。

法人のガバナンス力と災害対応力の強化 
・経営会議の充実と理事会・評議員会の
年4回の開催 
・会員活動の見直しと会員制組織の在り
方の検討 
・特色を生かした福祉サービス事業所の
地域展開活動 
・災害対応力の強化及び新しい福祉サー
ビスを進める研究活動の実施 
機動的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拡充 
・機動的な組織体制と適切な予算執行 
・IT技術を活用したDX（デジタルトランス
フォーメーション）の推進 
・就業システム化の推進及び施設整備の
充実（各事業所の経年劣化による改修及
び備品の入れ替え） 
・福利厚生の充実 
・法定福利厚生（保険料の一部負担） 
・育児・介護休業等の充実 
・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

令和4年度 豊田市育成会事業計画 

ウィズコロナの生活様式における育成会活動や福祉サービスの提供体制等での感染防止対策の強化に努め

るとともに、自然災害が発生した場合に備えて事業継続計画（BCP計画）の充実を図ってまいります。災害に遭遇

しても事業所を休業することなく「安心」「夢」「笑顔」の持てる地域づくり、場づくりを目指すとともに国連の持続

可能な開発目標SDGs活動を推進します。また、利用者のニーズ及び会員活動の意識変化を的確に感じ取り、適

切に対応してまいります。

＝ 災害に強い福祉事業と持続可能な開発目標SDGs活動の推進 ＝

福祉事業(事業体)の推進 

災害に強く利用者の個性を活かした 
福祉事業の推進

公益事業(運動体)の推進 
【福祉啓発事業】

会員活動の見直し、 
新たな福祉啓発事業の推進 

法人基盤の確立と課題克服

11日(水) 法人監査

28日(土) 理事会

6月 18日(土) 定時評議員会

9月 24日(土) 理事会・評議員会

4日(日) ふれあい交流会

24日(土) 理事会・評議員会

1月 15日(日) 新成人のつどい

3月 25日(土) 理事会・評議員会

5月

12月

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 社協補助金、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 4年度 豊田市育成会当初予算 

豊田市育成会の令和 4 年度予算は、事業活動収入 308,042 千円（前年比約 1.26%減）、支出

301,867 千円（前年比約 0.1%増）です。 

今年度の施設整備費は、本部及びジョイナスつかさ外構フェンス、駐車場舗装工事等を予定しており、法

人全体で12,467 千円となります。

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

用語の解説 
【収入】 

用語の解説 
【支出】 

＝ IT 技術を活用した DXの推進と施設整備の充実＝

就労支援事業 
62,251千円 
20% 

障がい福祉サービス等 
241,986千円 
79% 

その他の活動 
44,757千円 

13%
福祉啓発事業 
3,199千円 
1％

その他収入 
320千円 
0％ その他事業収入 

286千円 
0％

施設整備等 
12,467千円 
4% 

その他の活動 
44,757千円 
12% 

事業活動内訳事業活動
308,042千円
87%収

入

支

出

【

】【

】

事務費  
25,820千円 
9%

就労支援事業 
62,001千円 
20%

事業費 
12,906千円
4% 人件費 

201,140千円 
67% 

事業活動
301,867千円 
84%

事業活動内訳



新型コロナ対応に備え新しい生活様式で迎えた令和３年度は、社会福祉法人設立１０年間の実績を引き継

ぎ、国連の持続可能な開発目標SDGsも意識した取り組みを進めました。また、組織のガバナンスやコンプライア

ンスを大事にしながら感染症や自然災害へのリスク管理及び「誰もが笑顔になる支援」に努めてきました。特に

マネジメントサイクルを生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を高め、職員の「なりたい、やってみたい」を

応援してきました。 

令和元年度事業報告・決算報告 

感染症や災害へのリスク管理と誰もが笑顔になる支援！

令和 3年度事業報告・決算報告 

・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。 

・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、利用者ニーズに応え昨年と同じく施設内でのグル

ープ支援を導入し、利用者のストレス解消につなげ、サービス提供量は前年の３割増しになりました。 

・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125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128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。 

・ジョイナスつかさ移行支援事業では2人が就職し、開業以来延べ55人（うち12人は再就職）が企業などに就職し、29人が

引き続き定着しています。 

・作業売り上げは、コロナ下で自主事業や請負では苦戦しましたが各事業所それぞれの工夫により全体で売り上げを伸ばし

て、前年度に比べ6,570千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2,081円の増となり、18,176円

を支払うことができました。 

〇支部活動部会では、十分な感染防止対策をして来賓を

控えて新成人のつどい（参加者40人）を5支部合同で

開催しました。また、各支部の行事等は5回（延べ51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」は活

動を縮小し、「音楽療法」「POP’S」「ありのまま合唱

団」は休部。各種講座は中止しました。 

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。 

豊田市育成会人材育成規程による目標管理制

度の徹底と人事考課を実施しました。研修体系を

充実し、法人内外への各種研究への積極的な参加

を促し、専門知識の習得を推進しました。また、ICT

を活用したリモートによる会議を積極的に実施しま

した。令和3年度も職員のメンタルヘルスカウンセリ

ングを実施するとともに就業システム導入による運

用を通して職員のワークライフバランスの向上や労

務の効率化を図りました。

見

数
字 授産年間売上額 

59,329,562円 
（52,734,118円） 

利用者年間平均出勤率 

92.5% 
（91.8%） 

工賃年間総合計額

26,901,571円 
（23,460,935円）

利用者平均月額工賃 

18,176円 
（16,095円） 

ヘルパーステーション延べ利用者数 

[居宅介護・移動支援]  1,034人 

サービス等利用計画策定件数 

125件（132件） 

モニタリング実施数 

128回（147回） 

令和 3年度の育成会の実績 ※（ ）内は令和 2年度 

福祉啓発事業（運動体） 法人基盤の確立と課題克服 

福祉サービス事業（事業体） 



公益事業 

2,395,000 円 
経常経費寄付金 

206,220円 

就労支援事業 

59,329,562円 

サービス活動収益 

総額 311,487,018円 

障がい福祉サービス等事業 

249,556,236 円 

新しい生活様式で迎えた中、収支決算の黒字化は引き続

き維持できました。しかし、光熱水費の高騰や前年度に比し

て利用者の減少及び職員処遇改善による人件費比率の上

昇が考えられます。 

今後は、一層の経費の節減やデジタルトランスフォーメーショ

ン(DX)の更なる推進並びに利用者満足度を図る居場所づ

くりに取り組んでまいります。 

サービス活動収益では、コロナ下で自主事業や請負

では苦戦しましたが、各事業所それぞれの工夫により全

体で売り上げを当初予算近くに伸ばし、前年度に比べ

6,595 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 2,081 円の増となり、18,176 円を

支払うことができました。   

減価償却費 

6,381,018 円 

就労支援事業費用 

56,059,794円 

サービス活動費用 

総額 282,359,728円 

人件費 

187,423,630 円 

事業費 

10,606,383円 

事務費 

21,888,903円 

令和 3年度事業報告・決算報告 

「令和3年度事業報告書」や

「令和3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＞ 

科目 金額 科目 金額

流動資産 198,921,528 流動負債 28,443,205

固定資産 220,534,161 固定負債 7,004,470

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 209,008,014

資産合計 419,455,689 負債・純資産合計 419,455,689

資産の部 負債・純資産の部

□法人単位賃借対照表(R4.3.31現在)　　　　　　　　　　　　　　　    (単位：円)



財産目録 

令和 4年 3月 31 日現在 



3月1日(火) 育成会だより№42発行 
3月19日(土) 第6回経営会議 
              ＜議案＞ 

理事会、評議員会の開催/令和4 
年度職員体制/令和4年度入所式 
/福祉啓発事業の見直し 

3月26日(土) 第5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 
育児・介護休業等に関する規程 
一部改正 

               経理規程の一部改正 
               令和4年度事業計画 
               令和4年度当初予算 
3月31日(木) 辞令交付式(一部リモート) 
4月1日(金)  ジョイナス入所式(新規利用者3名) 
             新規採用職員1名 
5月11日(水) 法人監査 
5月13日(金) ハレハレハイキング(Jたかおか) 

5月14日(土)  ハレハレハイキング 
(Jさかえ・JふれあいG・JえかくG) 

5月21日(土) 第1回経営会議 
             ＜議案＞ 
               理事会、評議員会の開催/福祉 

啓発事業の見直し等 
5月23日(月) ハレハレハイキング(Jつかさ) 
5月28日(土) 第1回理事会 

＜議案＞ 
  ジョイナスえかく事業運営規程の 
一部改正 

               令和3年度事業報告 
令和3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 
               定時評議員会の招集 
6月18日(土) 定時評議員会 
             ＜議案＞ 

  ジョイナスえかく事業運営規程の 
一部改正 

               令和3年度事業報告 
令和3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 
6月25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4年3月～令和4年6月） 



担当理事 林庄一 担当評議員 水野直美

新メンバーでの支部長・副支部長会がスタートしました 

皆様のお力添えをよろしくお願いいたします！

会員リレー ～わたしの安心・夢・笑顔～

皆さんは「アンパンマン」の歌をご存じですか？最

近娘がはまっていて、DVD を一緒に観ていたら、歌

詞がすごくいいのです。 

「♪そうだ！嬉しいんだ生きる喜び」「♪なんのために

生まれて何をして生きるのか」「♪そうだ！恐れない

で、みんなのために、愛と勇気だけが友達さ～ああア

ンパンマン優しい君は行け！みんなの夢守るため」と

ても深い内容で感動しました。 

  こんにち、戦争や紛争などの殺伐とした話題が多

い中、もし世界の人々が、この歌を聞いたら平和にな

るのではと思いました。何十年も前に作られた歌が、

人の心を動かせるのではないかと。話の内容も、悪

いバイキンマンが出てきますが、アンパンマンには敵

はいません。皆、仲間なのです。私もその精神を見習

いたいと思います。一日も早く平和が来ますようにと

願っています。 

中央支部 

鈴木弓子 

ジョイナスになる前の西山公園へ通所していたＮ君

は豊田で生まれ育ち、三好特別支援学校を卒業しまし

た。15年位前、両親の故郷宮崎県へ引っ越しました。そ

れから息子のところへ葉書が届くのですが、息子は書

けないので、代わりに私がお返しの葉書を書いていま

す。お父さんが亡くなったこと、本人は糖尿病などの合

併症がありコロナ感染が心配だということ、作業所の様

子などを知らせてくれます。これからも宮崎の様子、こち

らの様子を葉書で交換し続けようと思っています。 

（中央支部 光岡） 

令和4年3月26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育児・介護休業等に関する規程の一部改

正③経理規程の一部改正④令和4年度事業計画

⑤令和4年度当初予算について議案が可決承認

されました。

令和4年5月28日(土)第1回理事会、6月18日

(土)定時評議員会を行いました。①ジョイナスえか

く事業運営規程の一部改正②令和3年度事業報

告③令和3年度決算(計算書類及び財産目録)報

告及び監査報告④社会福祉充実計画⑤定時評

議員会の招集(⑤は理事会のみ)について議案が

可決承認されました。 

令和4年4月より、新たなメンバーが仲

間入りしました。「安心・夢・笑顔」を合

言葉に、頑張ります。 

皆さん、どうぞよろしくお願いします！

支 部 活 動 部 会 
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