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１．法人本部事業報告 

①理事会・評議員会 

開催日 会名 承認議案・報告事項 

５／２６  第３７回評議員会・ 

第１１１回理事会 

議案第１号 理事選任について 

議案第２号 社会福祉法人輝望会経理規程の一部改正 

議案第３号 平成２２年度事業報告について（含む理事長専決の

報告） 

議案第４号 平成２２年度収支決算認定について（監事監査報告） 

議案第５号 社会福祉法人輝望会定款の一部改正 

議案第６号 社会福祉法人輝望会就業規則の一部改正 

報告事項①平成２２年度予算の予備費使用について 

連絡事項①第２７回のぞみ祭りのご案内 

１０／ 

３１ 

第３８回評議員会・

第１１２回理事会 

議案第１号 社会福祉法人輝望会 平成２３年度上半期事業報告 

議案第２号 社会福祉法人輝望会 平成２３年度上半期収支報告 

議案第３号 社会福祉法人輝望会 沼津のぞみの里 非常用自家 

発電装置整備事業（指名競争入札業者選定、指名 

競争入札参加資格委員会の設置含む） 

議案第４号 社会福祉法人輝望会平成２３年度 ３月期賞与支給 

議案第５号 社会福祉法人輝望会 平成２３年度第１次補正予算 

議案第６号 社会福祉法人輝望会 サークル活動助成金交付規程 

の制定 

報告事項①「障害者週間」各施設の取り組み  

②ミルキーウェイの今後の運営について別紙 

１／３１ 第３９回評議員会・

第１１３回理事会 

議案第１号 農業を作業種目にした事業所の創設について 

議案第２号 社会福祉法人輝望会 施設運営規程の一部改正 

議案第３号 平成２３年度指導監査及び実地指導の報告と改善 

案について 

報告事項①自立支援法の現状と今後について  

３／１３ 第 ４０回 評議 員

会・第１１４回理事

会 

議案第１号  平成２３年度社会福祉法人輝望会補正予算 

議案第２号  平成２４年度社会福祉法人輝望会事業計画 

議案第３号  平成２４年度社会福祉法人輝望会予算 

議案第４号  社会福祉法人輝望会理事の改選について 

議案第５号  社会福祉法人輝望会定款変更について 

議案第６号   社会福祉法人輝望会施設運営規程の制定 

（新規事業等） 

議案第７号  社会福祉法人輝望会施設運営規程の一部改正 
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議案第８号  社会福祉法人輝望会慶弔見舞金規程の改正 

報告事項（含む専決事項） 

① 職員の異動及び採用について 

② 農業事業所検討委員会の検討状況について 

 第４１回評議員会 

 

議案第１号  社会福祉法人輝望会理事長、副理事長、常務理事、 

常任委員の選出 

議案第２号  社会福祉法人輝望会理事長職務代行者の順位に 

ついて 

 

②主な事業、行事他 

  平成２３年 

    ４／１    任命式、ミルキーウェイ開所式 

５／１１   監事監査 

    ５／１８   常任委員会 

    ５／１４   ミルキーウェイ竣工式 

    ５／２６   第３７回評議員会・第１１１回理事会 

   １０／２４   常任委員会  

   １０／３１   第３８回評議員会、第１１２回理事会 

   １１／ ４   県指導監査（法人本部、沼津のぞみの里、沼津市立あしたか学園） 

   １２／ ６   県実地指導（沼津のぞみの里、ビーンズ、エンゼルらんぷ、 

地域療育センターこげら、沼津市立あしたか学園） 

 平成２４年 

１／２３   常任委員会 

    １／３１   第３９回評議員会、第１１３回理事会 

    ３／ ５   常任委員会 

    ３／１３   第４０回評議員会、第１１４回理事会 

第４１回評議員会 

  

③職員採用・退職 

・採用職員＜正規職員１８名、臨時・パート職員１３名＞ 

・退職職員＜正規職員６名、 臨時・パート職員１３名＞ 

 

④慶弔関係 

・祝儀、香典など 育成会総会、育成会新成人を祝う会など 

・勤続表彰（１０年勤続表彰）２名 

・その他 告別式 生花など 
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⑤苦情受付 ０件 （各施設苦情受付担当者の受付件数） 

 

２．沼津のぞみの里事業報告 

①行事・出張・その他 

４／２６     静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

／２９～５／３ジョイウィーク（長期休暇） 

５／１９    しゃぼん玉タイム 

／２５    静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議（静岡） 

６月中     初夏のグループレク（９グループ） 

６／３     福祉バザール IN 市役所（沼津） 

／６～７   全国知的障害関係施設長会議（東京） 

／８     沼津市福祉施設連絡協議会会議（沼津） 

／９     時計商組合時計修理奉仕 

／１０    東部成人福祉施設長連絡会（沼津） 

／１６    しゃぼん玉タイム 

／２０    自閉症フォローアップ研修（静岡） 

／２４    静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

／２９    日本知的障害者福祉協会人材育成部会（東京） 

６／３０～７／２静岡県知的障害者福祉協会通所施設連絡会管理者等被災地視察

研修（宮城） 

７／２     沼津市福祉講演会（沼津） 

／３     大久望町流しそうめん大会 

／８     東遠学園視察 

／１０    流しそうめん大会（沼津のぞみの里） 

／１５    新人防災訓練（沼津）・医療介護講座（静岡） 

／１７    カッパ座公演（沼津）・チャリティーコンサート（沼津） 

／１９～２０ 全国グループホームケアホーム研修会（愛知） 

／２０    絵画療法講座（静岡） 

／２１～２２ 東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（鳥羽） 

／２１    事務応用講座（静岡）    

／２８    スポーツ療法講座・カウンセリング講座（静岡） 

８／１     音楽療法講座（静岡） 

／２     てんかん講座（東京） 

／３     絵画療法講座（静岡） 

／４     スポーツ療法講座（静岡） 

／５     医療看護講座（静岡） 
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／７     門池まつり・大久望町まつり 

／９     救命講座（沼津） 

／１１～１２ 三島市自閉症講座（三島） 

／１３    日帰りキャンプ 

／１７    心理学講座（静岡） 

／１８    カウンセリング講座（静岡） 

／２０    自閉症キャンプ研修（三島） 

／２２・２３・２４・２５  

愛鷹小学校育成学級民間体験 

／２５    心理学講座（静岡） 

／２９    音楽療法講座（静岡）    

／３０    スポーツ療法講座（静岡） 

／３１    音楽療法講座（静岡） 

９／１     総合防災訓練・日本知的障害者福祉協会人材育成委員会（東京） 

／７     第 25 回静岡オレンジマラソン実行委員会（静岡） 

／９     絵画療法講座（静岡） 

／１３    調理技術研修会（静岡） 

／１６    医療看護講座（静岡） 

／１７～１８ 社会福祉士共通基盤研修（静岡）   

／２０    静岡県知的障害者福祉協会正副会長会議（静岡） 

／２２    しゃぼん玉タイム 

／２３    里・ビーンズまつり 

／２９～３０ 東海地区知的障害関係施設長等研究協議会（愛知）   

 

   １０／１３   沼津市防火研修 

１４   磐田学園強度行動障害研修会（磐田） 

１５   沼津福祉まつり 

２０～２１一泊旅行 

２５～２６愛鷹中学校体験学習 

      ２８   第 25 回静岡オレンジマラソン大会合同会議(静岡) 

      ２９   第 25 回静岡オレンジマラソン大会(静岡) 

   １１／２・４  重症心身障害児（者）対応介護従事者養成研修（静岡） 

      ４    指導監査 

      ５～６  あしたかコミュニティーまつり 

１１   調理員研修(静岡) 

１７   シャボン玉タイム 
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      １８   第 25 回静岡オレンジマラソン大会反省会(静岡) 

      ２４～２５静岡県知的障害者福祉協会入所更生部会 

   １２／３    障害者週間イベント 

      ６    実地指導 

      １１   障害者週間市民のつどい 

      １４   静岡県愛護ギャラリー展事前打ち合わせ（静岡） 

      １５   シャボン玉タイム 

      １５～１８静岡県愛護ギャラリー展(静岡) 

      ２３   イヤーエンドパーティー 

      ３１   入居者忘年会 

    １／９    沼津市手をつなぐ育成会成人式 

      １１   新年会・成人のつどい 

１３   平成 23 年度社会福祉ミニセミナー(静岡) 

１９   シャボン玉タイム 

      ２６～２７第 11 回生活支援部会全国大会（愛知大会） 

      ３０・３１ボランティアコーディネーター養成研修会 

    ２／１５   健康づくり研修会（静岡） 

           事務研修（静岡県社会福祉協議会主催） 

      １６   自閉症フォローアップ研修(静岡) 

           シャボン玉タイム 

１７   第 23 回こうさい療育セミナー(伊勢崎) 

           てんかん専門職セミナー(静岡) 

      １９   青年学級 

      ２１   沼津特別支援学校報告会 

      ２３   フードケータリングショー（東京） 

    ３／２    作業班グループレク 

      ３    法人研修 

      ６    ひばりグループレク 

８    災害時の地域における支え合い推進シンポジウム(静岡) 

           事業者説明会(静岡) 

           災害時における自閉症を抱える方への支援セミナー(静岡) 

           愛鷹地区研修視察(静岡) 

      １３   フレッシュグループレク 

      １５   シャボン玉タイム 

      １６   福祉施設士会研修 

      ２３   青年海外協力隊報告会 
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      ３０   お花見・旅立ちの会 

②安全対策 

９月１日  総合防災訓練 

その他   毎月：建物安全点検・避難訓練 

      定期：各種設備業者点検 

 

③保健衛生 

６月中   嘱託医による健康診断 

６月２９日  害虫駆除（厨房） 

８月７日   害虫駆除（施設内） 

１２月１日  健康診断 

その他    嘱託医：嘱託医月１回、精神科往診月２回 

       細菌検査 

 

④監査等 

監事監査：平成２３年５月１１日 

県指導監査：平成２３年１１月４日 

県実地指導：平成２３年１２月６日 

⑤工事・備品関係 

月 日 工事内容 金額 

６ ２１ しらさぎ・やまばと・2 階廊下漏水

工事 

１９９，５００ 

６ ２１ 玄関・中庭サッシ欄間改修工事 ２０６，８５０ 

６ ２１ ベランダ・中庭外壁ワイヤー張工事 ２８７，７００ 

７ １９ 玄関屋根屋根設置工事 ３８３，２５０ 

７ １９ 居室網戸改修設置 ４７２，５００ 

７ ２７ 女性居室扇風機設置（電機工事含） ３３６，０００ 

８ ４ 中庭日よけシート張り ２３４，１５０ 

９ １ 風呂場タイル修繕工事 １０９，２００ 

９ １ 車椅子対応軽ワンボックスカー １，５８７，６００ 

１０ ２７ 職員室コピー機買い替え ３９９，９４５ 

１１ ３０ 発電機設置工事設計管理 ７５０，０００ 

１２ ２９ 駐車場整地工事 １，０９９，３５０ 

１ １９ 次亜塩素酸生成装置修理 １３１，８８０ 

１ ２５ 高温水洗濯機修理 ２００，２３５ 
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１ ２５ エアコン修理 ４２０，０００ 

３ ８ 災害用自家発電機 ８，８２０，０００ 

 

⑥地域活動支援事業、短期入所の利用状況 

・地域活動支援事業（見守り、活動支援）延人数 ９２人   ９０４，１００円 

  ・短期入所         延人数 １，８５８人   １１，２１１，５７０円 

        

⑦作業収入の実績 

ＳＡＫ・三協紙器・自主製品・オークラパックス・あさひ工業・缶つぶし等 

                             計    ２７３，０８４円 

 

⑧ボランティア、施設訪問、実習について 

・ボランティア 

流しそうめん大会         ２０人 

サマーショートボランティア     ９人 

日帰り遠足             ８人 

里・ビーンズまつり        ５０人 

障害者週間ボランティア      １０人 

シャボン玉タイム 毎月第３木曜日 夜のティータイム時 

社会人ボランティア        毎週土曜日 

ダイワハウス清掃ボランティア    ８人 

・ 保育、社会福祉援助技術実習  ２５名 

・ 学校実習  2 名 

・ 介護体験  １名 

 

⑨事故報告  ２９件 

 

 

３．沼津のぞみの園事業報告 

① 行事、出張、その他 

 ４／ ６      沢田小学校入学式 

１８      社会福祉法人監事監査研修（静岡） 

 ２６      静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

 ５／１３      通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

   １９      知的障害者福祉協会東海地区代表者会議（名古屋） 

   ２０      デジタル無線説明会（沼津市役所） 
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   ２５      静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議（静岡） 

 ６／ １      給食施設衛生・栄養管理講習会（三島） 

    ３      福祉バザール IN 市役所 

５      第２７回 のぞみまつり 

６～ ７   全国知的障害関係施設長会議 （東京） 

    ８      沼津市福祉施設連絡協議会（沼津） 

   １０      東部成人福祉施設長連絡会（沼津） 

   １０      健康診断 

   ２１・２２   新任職員研修Ⅰ （三島） 

   ２４      静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

   ２４～７／１０ 沼津仲見世商店街七夕祭り参加 

   ３０～７／ １ 通所施設連絡会管理者等被災地視察研修（宮城） 

７／１３      沼津特別支援学校ミニ参観会 

  １９      社会福祉法人施設事務職員経理基礎講座（静岡） 

２１      沢田小学校との交流会 

  ２１～２２   東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（鳥羽） 

  ２８～２９   夏の合宿 

８／ １～ ２   てんかん援助セミナー（東京） 

  ２４      沼津市社会福祉大会（沼津） 

  ３０      日帰り旅行の下見（東京） 

９／ １      総合防災訓練 

   ２      福祉バザールＩＮ市役所 

   ５      交通安全運転管理者講習（沼津） 

  １４      社会福祉法人 新会計基準説明会（静岡） 

   ２９～３０   東海地区知的障害者関係施設長等研究協議会（愛知）     

１０／  ７     愛護ギャラリー実行委員会（静岡） 

   １２     静岡県通所施設連絡会職員研修会（焼津） 

   ２１     親子日帰り旅行（東京タワー・浅草・上野動物園） 

   ２６     社会福祉会計簿記講座（静岡） 

１１／ ５・６   金岡コミュニティーまつり作品展示 

  ／ ４～２９  秋のグループ外出（昼食と買物体験） 

   １０・１１  サービス管理責任者研修（静岡） 

   １１～１２  静岡県知的障害者福祉協会通所更生部会職員研修会（掛川） 

   １２     児童虐待防止の集会（静岡） 

   １６     税務実務講座（静岡） 

１２／ ３     障害者週間の行事 
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    ６     福祉バザール IN 市役所 

   １４     愛護ギャラリー展搬入（静岡市民文化会館） 

   １５～１８  愛護ギャラリー展作品出展（静岡市民文化会館） 

   １６     新会計説明会（静岡） 

          通所施設連絡会支援スタッフ会議（静岡） 

   １７     クリスマス会（ブケ東海） 

 １／１２     新年会・餅つき大会 

   １７     社会福祉施設職員研修交流会（サンウェル沼津） 

   １９～２０  静岡県知的障害者福祉協会施設長研修会（静岡） 

   ２４     愛護ギャラリー展反省会（静岡） 

   ２６～２７  日知協生活支援部会全国大会（名古屋） 

 ２／ ４     グループレクレーション（イチゴ狩り・動物園・水族館） 

    ７     東海地区施設長協議会実行委員会（静岡） 

   １１     グループレクレーション（花見・カラオケ・ロープウエイ・ 

イチゴ狩り） 

   １５     静岡県知的障害者福祉協会事務部会研究集会（静岡） 

   １６     事務研修会（伊豆長岡） 

   １７     こうさい療育セミナー（神奈川県秦野市） 

   １８     グループレクレーション（水族館・電車で外出・ロープウエイ） 

   ２１     沼津特別支援学校実践報告会 

   ２２     通所施設連絡会支援スタッフ打ち合わせ会議（富士） 

   ２４     通所施設管理者研修（静岡） 

 ３／ １     東海地区代表者会議（名古屋） 

    ８     静岡県事業者説明会（静岡） 

   １３     インクル富士重心ケアホーム見学（富士） 

   １４     福祉バザール IN 市役所 

   １５     静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

１６     東部成人施設長連絡会（サンウエル沼津） 

１７～ 

② 安全対策 

９／ １   総合防災訓練 

その他    毎月 1 回の避難訓練・安全点検の実施 

 

③ 保健衛生 

   ６／１０   健康診断 

   ７／２７   害虫駆除（施設内・厨房） 
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   その他    嘱託医（偶数月来所） 

          毎月、体重測定実施。 

          職員、細菌検査実施。 

 

④ 監査等 

   ５／１１   監事監査 

 

⑤ 工事・備品関係（10 万円以上固定資産物品の購入・工事・修繕） 

   ４／１２  バイオ燃料装置撤去工事      １５０，０００円 

      ６／１６  活動室等への扇風機設置工事    ３５９，５２０円 

   １／１９  活動室「さくら」床畳改修工事   ２９４，０００円 

   ２／２５  男子便所床排水改修工事      ３９９，０００円 

   ３／１６  送迎用公用車（軽自動車）購入 １，０６０，０００円 

 

⑥ 地域支援事業利用状況 

・地域活動支援事業（見守り支援）  延人数 ６４６人 （うち児童、４３人） 

                     計  ３，６２３，４２０円 

 

⑦  グループ活動実績（作業等収益） 

   ハンガー （東海コメット）・アルミ缶（つつみ）・自主製品           

計  ３６４，９３１円 

 

⑧ ボランティア・実習生・見学者等 

   ・ボランティア  ５／２２   西沢田自治会様 園舎周りの草刈          

            ６／  ５   のぞみまつり      約６０人      

６／ ８   沼津市時計商組合 様  

              ６／ ８   金岡民生委員・児童委員様   ６人 

                        ８月     サマーショートボランティア  ４人 

            ９／ ７   金岡民生委員・児童委員様    ５人    

           １０／ ２   西沢田自治会様 園舎周りの草刈 

           １２／ ６   日赤奉仕団歳末慰問 

          お花のボランティア様    お花の季節ごとに 

          散歩・活動などのボランティア様      延べ  5～６人 

          中学生・大学生・一般のボランティア         ３人 

   ・ 実習生 

・保育実習 ４人    
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・学校実習 １１人 

・職場体験学習    ３人 

     

⑨ 事故報告 １０件  

 

 

４．のぞみの家事業報告 

① 行事・出張・その他 

    ４／１０     静岡県議会選挙の投票 

２４     沼津市議会選挙の投票 

５／ １     映画、ショッピング、カラオケ、昼食外出（11 人） 

２９     西沢田敬老会へ参加（2 人） 

３１     ケアホームチバリヨ、男性 1 人退所 

７／１７     劇団カッパ座観劇参加（11 人、沼津市民文化センター） 

１９～２０  全国ＧＨ・ＣＨ等研修会（愛知県名古屋市） 

  ２２     新規入居者ケース検討会議 

  ２６     新規入居者ケース検討会議 

８／ ４     入居予定者ケース検討会議 

１３     中沢田自治会盆踊りへ参加（2 人） 

１６     樹空の森と御胎内温泉へ外出（6 人） 

２９     箱根彫刻の森美術館、昼食バイキングへ外出（6 人） 

９／ １     ケアホームククル、女性 1 人入居 

      ２３     里ビーンズまつりへ参加（17 人） 

   １０／１６     あしたか学園こどもまつり参加（9 人） 

   １０／２３     ひまわり号（上野動物園）参加（3 人） 

   １０／３１     男性入居者 1 人、こころみ工房廃業につき退職 

   １１／２０     第 20 回知的障害者ふれあい交歓会参加（3 人） 

   １１／２１     男性入居者 1 人、東横イン勤務開始（トライアル雇用） 

   １２／２８     のぞみの家忘年会、（17 人、ウェルサンピア沼津） 

    １／ １     ケアホームチバリヨ、男性 1 人入居 

    １／２０     健介オフィスプロレス観戦（7 人、沼津卸商社センター） 

    ２／１３     第 7 回はままつフォーラム（浜松市） 

    ３／ ８     障害者自立支援法事業者説明会（静岡市） 

    ３／１３     ケアホーム GoodSon 内覧（富士市） 

    ３／１６     美川憲一コンサート（1 人、沼津市民文化センター） 
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  ② 安全対策 

  １１／４ 避難訓練（地震想定訓練） 

 

③ 保健衛生 

  月１回の体重測定 

  活動先、勤務先での健康診断 

  定期通院（精神、内科等） 

  各種検診の受診 

④ 監査等 

  ５／１１ 監事監査 

 

⑤ 工事・備品関係 

  １２／２０ 台風 15 号の被害による東椎路 GH 修繕（雨樋・雨戸・戸箱の損傷） 

        ※火災保険にて対応 

 

⑥ 地域活動支援事業、短期入所の利用状況 

  実施なし 

 

⑦ 作業収入の実績 

  実施なし 

 

⑧ ボランティア、施設訪問、実習について 

  なし 

 

⑨ 事故報告 ２件 

 

 

５．沼津市立あしたか学園事業報告 

① 行事・出張・その他 

４／６     沼津市立今沢小・中学校始業式・入学式 

     ／７     静岡県立沼津特別支援学校始業式 

       ／８     静岡県立沼津特別支援学校入学式 

    ／１６    地域支援「音楽療法」 

           沼津市立今沢小学校授業参観・ＰＴＡ総会 

    ／２０    静岡県立沼津特別支援学校高等部春の遠足 

    ／２２    静岡県立沼津特別支援学校小学部春の遠足 
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    ／２３    地域支援「スポレク」 

    ／２６    静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

    ／２８    沼津市立今沢中学校授業参観・懇談会 

    ／３０    児童福祉週間グループ外出ハイキング（沼津港口公園） 

     ／３１    静岡県立沼津特別支援学校家族参観・ＰＴＡ総会 

５／１～７   児童福祉週間個別外出 

    ／６     静岡県立沼津特別支援学校代休レクリエーション 

（横浜ズーラシア） 

    ／１２    東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

／１３    静岡県給食協会沼津伊豆支部総会及び講演会（沼津） 

    ／１８～２０ 静岡県立沼津特別支援学校高等部２年集団宿泊 

    ／２１    地域支援「音楽療法」 

           スィング バッパーズによる「ジャズコンサート」 

           保護者会総会 

     ／２３～２５ 沼津市立今沢中学校修学旅行 

／２５    静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議（静岡） 

／２８    地域支援「スポレク」 

   沼津市立今沢小学校運動会    

６／１     給食施設衛生・栄養管理講習会（三島） 

    ／２～４   沼津市立今沢中学校２年自然教室 

／５     のぞみまつりに参加 

／６     沼津市立今沢中学校１、２年生代休レクリエーション 

（映画鑑賞） 

／６～７   全国知的障害関係施設長会議（東京） 

／８     沼津市福祉施設連絡協議会会議（沼津） 

／８～２１  静岡県立沼津特別支援学校高等部３年現場実習 

／９     川崎市民生委員児童委員（５０人）来園 

時計商組合時計修理奉仕 

／９～１０  静岡県立沼津特別支援学校中学部２年自然教室 

／１０    東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

６／１２    富士通沼津吹奏楽団チャリティーコンサート 

（市民文化センター） 

／１６    沼津市立今沢中学校授業参観 

／１６～１７ 静岡県立沼津特別支援学校高等部１年集団宿泊 

    ／１８    地域支援「音楽療法」 

／２３    沼津市立今沢小学校一日授業参観 
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    ／２２～７／５静岡県立沼津特別支援学校高等部２年現場実習 

    ／２４    静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

／２５    地域支援「スポレク」 

／３０    児童施設等における性的問題への対応に関する研修会（静岡） 

７／１     プール開き 

／２     福祉講演会「気になる子どもの理解とかかわり方」 

（講師 渕上 佐智子 医師） 

           高齢者福祉施設夏祭りに参加 

／５     東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

／１２    社会福祉施設等職員防災研修会（静岡） 

／１３    職員健康診断実施 

／１４    医療看護講座（静岡） 

／１６    地域支援「音楽療法」 

／１７    「ねがい星かなえ星」観劇（市民文化センター） 

／１９    社会福祉法人経理基礎講座（静岡） 

／２１～２２ 東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（鳥羽） 

／２２    静岡県立沼津特別支援学校一学期終業式 

        沼津市立今沢小学校・中学校一学期終業式 

／２３    地域支援「スポレク」（プールあそび） 

今沢コミ夏祭りに参加 

／２４    全国高校野球選手権静岡大会観戦（愛鷹広域公園野球場） 

／２５    静岡県立沼津特別支援学校納涼祭に参加 

／２６    夏休み外出 ビデオ鑑賞「川の光」（市立図書館） 

／２８    夏休み外出 子ども地震講座（市立図書館） 

        スポーツ療法講座（静岡）、カウンセリング講座（静岡） 

８／２     夏休み外出 ビデオ鑑賞「鉢かづき姫」他（市立図書館） 

    ／３     絵画療法講座（静岡） 

／４     スポーツ療法講座（静岡） 

／５     医療看護講座（静岡） 

／７      夏休み外出 コンサート「モンランノンランがやってきた！！」

（市民文化センター） 

／８     心理学講座（静岡） 

    ／９     夏休み外出 ビデオ鑑賞「夏服の少女たち」他（市立図書館） 

    ／１０    夏休みワクワク体験 手作りおやつ 

    ８／１２    夏休みお楽しみ献立 カレーライス 

     ／１３    夏休みお楽しみ献立 流しそうめん 



15 

 

     ／１４    夏休みお楽しみ献立 バーベキュー 

     ／１６    夏休み外出 映画鑑賞「ドラエモン」（市民文化センター） 

／１７    夏休みワクワク体験 手作りおやつ 

心理学講座（静岡） 

／１８    カウンセリング講座（静岡） 

／２３    昼食会「中華料理」（日本中国料理協会東海東部支部奉仕） 

     ／２５    心理学講座（静岡） 

／２７    夏休み外出 映画鑑賞「蛍の墓」他（市立図書館） 

     ／２９    沼津市立今沢小学校、今沢中学校二学期始業式 

     ／３０    静岡県立沼津特別支援学校二学期始業式 

            障害者自立支援法、児童福祉法改正事業者説明会（静岡） 

      スポーツ療法講座（静岡） 

９／８     カウンセリング講座（静岡） 

           静岡県就学指導委員会（沼津） 

    ／９     絵画療法講座（静岡） 

    ／１２    プール納め 

／１３    調理技術研修会（三島） 

／１６    医療看護講座（静岡） 

／１７    地域支援「音楽療法」 

高齢者福祉施設敬老会に参加 

     ／２３    里・ビーンズまつりに参加 

    ／２４    地域支援「スポレク」 

    ／２９～３０ 東海地区知的障害関係施設長等研究協議会（愛知） 

  １０／１～２   沼津市立今沢中学校あしはら祭ステージの部・体育の部 

    ／３     静岡県立沼津特別支援学校生、沼津市立今沢中学校生 

合同ハイキング（愛鷹広域公園） 

     ／１１    静岡県立富士見学園入所面接 

     ／１２    静岡県立富士見学園入所面接 

     ／１３～１４ 沼津市立今沢小学校修学旅行 

     ／１４    磐田学園強度行動障害研修会（磐田） 

     ／１６    第３回 子ども祭り開催 

     ／１７～２８ 静岡県立沼津特別支援学校高等部３年現場実習 

     ／１９～２１ 相談支援従事者・サービス管理責任者現任研修（静岡） 

     ／２０～２１ レクリエーションリーダー養成講座（東京） 

     ／２２    地域支援「音楽療法」 

     ／２６～２８ 静岡県立沼津特別支援学校中学部修学旅行（京都・奈良） 
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     ／２６～２７ 静岡県知的障害者福祉協会児童入所部会研修会（浜松） 

     ／２６    沼津市立愛鷹中学校職場体験枕の寄贈（大嶽寝具店） 

   １０／２７    冬季に多発する感染症・食中毒予防対策講座（三島市） 

     ／２９    地域支援「スポレク」 

   １１／１～２   静岡県立沼津特別支援学校小学部修学旅行（東京） 

     ／４     「児童福祉施設職員等地域合同研修・静岡」（静岡） 

     ／５～６   あしたか地区コミ祭り参加 

     ／５     沼津市立今沢小学校、中学校授業参観 

            ＰＴＡ合同研修会「大石亜矢子さんコンサート」 

     ／７     沼津市立今沢小学生、中学生レク「三津シーパラダイス」 

     ／８     静岡県就学指導委員会（沼津教育会館） 

     ／１０    知的障害発達支援施設運営会議（静岡） 

     ／１１    静岡県社会福祉協議会「調理員研修」（静岡） 

     ／１２    地域支援「スポレク」 

     ／１２    虐待防止キャンペーン（静岡） 

     ／１４    長泉町ケース関係機関連絡調整会議 

     ／１５～２８ 静岡県立沼津特別支援学校高等部１、２年現場実習 

     ／１６    湯河原町ケース関係機関連絡調整会議 

     ／１７    沼津市就学指導委員会（沼津教育会館） 

     ／１９    地域支援「音楽療法」 

     ／２３    障害児童の余暇活動・放課後活動についての研修会（三島市） 

     ／２６    静岡県立沼津特別支援学校小中学部「学習発表会」 

     ／２８    静岡県立沼津特別支援学校小中学部生レク「江ノ島水族館」 

            福祉サービス苦情解決研修会（三島） 

     ／２９～１２／２ 静岡県立沼津特別支援学校高等部修学旅行（長崎） 

     ／２９～３０ 東部児童福祉施設長連絡会（下田） 

   １２／１     障害者週間行事「ふれあい餅つき大会」 

     ／２     静岡県知的障害者福祉協会保健・医務部会研修会（浜松） 

     静岡県立沼津特別支援学校ＰＴＡハッピーバザー 

／７     沼津市赤十字奉仕団慰問 

／８     静岡県立沼津特別支援学校小学部おはようマラソン 

／９     静岡県立沼津特別支援学校高等部もくせい杯参加（静岡） 

     福祉施設職員研修「発達障害について～理解と支援～」（沼津） 

／１１    障害者週間行事 

「加藤学園生と散歩をしながらゴミ拾い」（学園周辺） 

／１２    静岡県就学指導委員会（沼津教育会館） 
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／１５    長泉町歳末慰問  

／１７    高齢者福祉施設クリスマス会に参加 

 ／１７    地域支援「音楽療法」 

 ／１９～２１ 障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修（東京） 

／２２    静岡県立沼津特別支援学校二学期終業式 

       沼津市立今沢小学校、今沢中学校二学期終業式 

１２／２５    クリスマス会（ホテル沼津キャッスル） 

１／６     静岡県立沼津特別支援学校三学期始業式 

     沼津市立今沢小学校、今沢中学校三学期始業式 

／１４    地域支援「音楽療法」 

／１７    福祉施設職員研修交流会（サンウェル沼津） 

    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

    東部児童福祉施設長連絡会（富士） 

／１９～２０ 静岡県知的障害者福祉協会施設長研修会（静岡） 

／２０    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

    プロレス観戦（清水町） 

／２１    あしたか地区凧作り（凧揚げ大会は雨天の為中止） 

／２６    長泉町ケース関係機関連絡調整会議 

／２８    静岡県立沼津特別支援学校高等部「学習発表会」 

    あしたか地区社協主催「星を見る会」参加 

／３０    静岡県立沼津特別支援学校高等部生レク「清水いちご狩り」 

２／３     節分お楽しみ会 

／１４    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／１５    静岡県立沼津特別支援学校高等部入学選考会 

／１６    口腔ケア講習会（沼津特別支援学校） 

／１７    沼津市立今沢中学校入学説明会 

    静岡県立富士見学園入所オリエンテーション 

／２２    静岡県立沼津特別支援学校中学部入学説明会 

／２３    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／２４    静岡県立沼津特別支援学校高等部選考試験合格発表 

    沼津市立今沢小学校お別れ遠足 

    性教育講演会（あしたか学園会議室） 

／２８    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／２９    静岡県立沼津特別支援学校高等部入学説明会 

３／１     沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／４     あまぎ学園入所オリエンテーション 
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／８     静岡県立沼津特別支援学校高等部卒業式 

       あしたか地区社協先進地域福祉研修同行（富士宮） 

／１０    あしたか地区ボランテアを語る会出席 

／１３    沼津市立今沢中学校お別れ遠足 

／１５    静岡県立沼津特別支援学校小・中学部卒業式 

    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／１６    静岡県立沼津特別支援学校修了式 

／１７    地域支援「音楽療法」 

／２１    沼津市立今沢小学校修了式 

       沼津市立今沢中学校卒業式 

３／２２    沼津市立今沢小学校卒業式 

       沼津市立今沢中学校修了式 

       東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

／２８    静岡県立沼津特別支援学校離任式 

／２８    卒業・卒園お祝い会 

／２９    沼津市立今沢小中学校離任式 

② 安全対策 

防災訓練（火災と地震を交互に月１回）実施 

各種設備業者による定期検査 

    ③ 保健衛生 

内科検診   月１回（第２木曜日） 

精神科検診  月１回（第３火曜日） 

    歯科検診   年２回（平成２３年１１月１７日） 

              （平成２４年３月１５日） 

    細菌検査   調理員は毎月 

           調理員以外の職員と児童は年２回（４月と１０月に実施） 

  ④ 監査等 

    監事監査：     平成２３年５月１１日 

    県指導監査：    平成２３年１１月４日 

    沼津市監査：    平成２３年１１月２４日 

    県実地監査：    平成２３年１２月１５日 

  ⑤ 工事・備品関係 

   なし 

⑥ 地域活動支援事業、短期入所等の利用状況 

・ 地域活動支援事業（日中見守り） 

（４月～９月）   延人数 1,722 人  6,189,200 円 
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（１０月～３月）  延人数 1,666 人  1,272,810 円 

・ 短期入所            

（４月～９月）   延人数 249 人  1,745,500 円 

（１０月～３月）  延人数 187 人  1,283,480 円 

・夏季プール利用（７月１日～９月１２日）延人数 900 人  

（静岡県立沼津特別支援学校生、特別支援学級生、施設利用者） 

⑦ 作業収入の実績 

  なし 

⑧ ボランティア、施設訪問、実習について 

・ボランティア 

４／８  ふれあい花クラブ 

５／８  ふれあい花クラブ 

／２１ ジャズバンド「スィング バッパーズ」 

６／１   ふれあい花クラブ 

６／４  フジクラ電線労働組合 

ふれあい花クラブ 

        ／１６ ふれあい花クラブ 

 ／２２ ふれあい花クラブ 

／２５ あしたか地区お花の会 

／３０ 不二聖心女子学院「みこころの祝日」 

１０／３  ふれあい花クラブ 

１１／２１ ふれあい花クラブ 

１２／ １ 競輪選手沼津支部の皆様 

１２／１１ 加藤学園片浜地区会保護者と生徒 

１２／１６ 不二聖心女子学院「クリスマス奉仕」 

１／２１ フジクラ電線労働組合 

＜定期的なボランティア＞ 

不二聖心女子学院沼津地区会（毎月第２火曜日）園内の清掃 １０人 

今沢地区民生委員の会（奇数月第３火曜日） 園内の清掃   ８人 

立正佼成会青年部  （偶数月第２日曜日） 園内の清掃    ５人 

秋田理容院     （毎月第４月曜日）   児童の散髪   ２人 

山崎洋子講師他   （毎月第３土曜日）  音楽療法支援  ３人 

栁詰けい子講師他  （毎月第４土曜日）  スポレク支援 １０人 

       ＜施設訪問＞ ５０名     

   

   ＜保育、社会福祉援助技術実習＞   ３９名 
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⑨事故報告  １５件 

 

６．いずみ事業報告 

①行事、出張、その他 

４／ １    新規利用者２名利用開始（若林・渡辺） 

        任命式  

  ２６    静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

５／ ７    グループレク（日本平動物園・下田海中水族館） 

１３    静岡県通所更生施設長会（静岡） 

  ２３    デジタル無線の使用方法（サンウエル） 

  ２５    県福祉協会施設長主任者会議（静岡） 

  ３０    東部特別支援学校見学 

６／ ６～７  全国施設長会議（東京） 

８    沼津社会福祉施設連絡会（サンウエル）・沼津時計商組合時計修理  

１０    東部成人施設連絡会（ブケ東海） 

１４    社会保険の調査（サンウエル） 

  ２４    県福祉協会大会（静岡） 

  ３０～２  仙台集いの家見学（仙台） 

７／１３    沼津特別支援学校 学校開放（沼特） 

１４    福祉協会職員研修医療･看護講座（静岡） 

１６    グループレク（カラオケ） 

  １５・２２・２７・２９ 

   相談従事者初任者研修（静岡） 

２１～２２ 東海地区職員研究協議会（三重） 

８／ ５    福祉協会職員研修医療･看護講座（静岡） 

   ６    グループレク（ボーリング） 

   ８・１７・２５ 

 福祉協会職員研修心理学講座（静岡） 

９    重心ネットワーク(市立 HP) 

  １５～１７ 夏期休業  

  ２４    沼津市福祉大会（サンウエル） 

９／１４    新会計基準研修（静岡） 

１６    福祉協会職員研修医療･看護講座（静岡） 

１７    バーベキュー大会（いずみ） 

  ２６    相談従事者初任者研修（静岡） 

２９～３０ 東海地区施設長研修（豊橋） 



21 

 

  10／３     新規利用者１名利用開始（室伏） 

 １２    静岡県通所更生部会研修（磐田） 

 ２２    日帰り旅行（東京タワーと上野動物園） 

  １１／1 ～３    日中活動支援部会全国大会（四国） 

１    社会福祉会計簿記研修（静岡） 

４    サービス管理責任者共通講義（静岡） 

１１～１２ 職員研究集会（袋井） 

１７～１８ サービス管理責任者部門別講義(静岡) 

１９    目的別レク（日本平動物園・伊豆の博物館） 

 １２／２１   クリスマス会 

    ２９～１／４ 

          冬期休業 

  １／ ５    新年のつどい 

    １４    新年会（ブケ東海三島） 

    １７    沼津市社会福祉施設職員研修（サンウェルぬまづ） 

    １９～２０ 県知的障害者福祉協会施設長研修（静岡） 

    ２６～２７ 全国生活支援部会職員研修（名古屋） 

    ３１    県福祉協会理事会（静岡） 

  ２／１５    県福祉協会事務部会（静岡） 

    １６    東部経営者協議会事務研修（伊豆の国市） 

    ２１    沼特実践報告会 

    ２４    県通所施設連絡会施設長会議（静岡） 

  ３／ ３    法人研修会 

     ８    県事業者説明会（静岡） 

    １５    県福祉協会理事会（静岡） 

    １６    東部成人施設連絡会（サンウェルぬまづ） 

    ２８    重心ネットワーク会議（静岡） 

        

②安全対策 

・４／４  消防火災報知機点検  

・４／２６ 消防設備点検（綜合警備保障） 

・避難訓練 月１回実施    

・９／１  総合防災訓練 

     ・10 ／4   火災報知機点検 

  ・１１／１６ 消防立ち入り検査 
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③保健衛生 

・ 毎月体重測定の実施 

・ ７／１５ 害虫駆除  

・ ４／１６ ８／１７ 浄化槽 貯水槽点検の実施   

・ ６／１  健康診断（三島共立病院）  

・ ８／２５ 歯科検診（すんとう歯科）  

・ １１／２．１７ インフルエンザ予防注射（三島共立病院） 

 

④監査等 

 監事監査：平成 23 年 5 月 11 日 

⑤工事、備品関係 

 外壁工事       ２２０，５００円 

 風呂場手すり工事   １２２，８５０円 

 

⑥地域活動支援事業 

・地域活動支援事業（見守り）延人数 ６７人   

 

⑦活動グループ実績 

縫製・手工芸品・アルミ缶     計 ２９９，６６０円 

⑧ボランティア、見学者、実習について 

・ボランティア 

     大学生        延べ ２人 

     一般        延べ ２人 

     時計商組合        4 人 

 

・見学者・研修・調査 ４８人 

    

・保育実習生 ２人 

   ・学校実習  ５人 

                             

   ・福祉職場体験  １人 

 

   ・市内中学生職場体験 １２人 

  ⑨事故報告 １０件 
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７．ミルキーウェイ事業報告 

① 行事、出張、その他 

４／１     開所式 

／１４    竣工式、見学会 

／２１    伊豆医療福祉センター見学 

 ／２６    静岡県知的障害者福祉協会第１回理事会（静岡） 

５／１３    静岡県知的障害者福祉協会通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

    ／１８    つばさ静岡調理研修（静岡） 

／２５    静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議（静岡） 

 ／３０    東部特別支援学校 学校見学会 

６／１     給食施設衛生・栄養管理講習会(三島) 

／６～７   全国知的障害関係施設長会議（東京） 

／８     沼津市福祉施設連絡協議会会議（沼津） 

   ／１０    東部成人福祉施設長連絡会（ブケ東海） 

   ／２４    静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

／２４～２５ 心身障害児療育指導者講習会（静岡） 

６／３０～７／2 静岡県知的障害者福祉協会通所施設連絡会管理者等被災地 

視察研修(宮城) 

７／５～８   七夕飾り見学（沼津仲見世商店街） 

／６     重心ネットワーク会議（沼津） 

／１１～２０ 春のミニ遠足 

   ／１４    医療･看護講座（静岡） 

   ／１７    チャリティーコンサート（沼津） 

   ／１９    社会福祉法人経理基礎講座（静岡） 

   ／２２    障害者のための食事教室（静岡） 

  ／２９～３０ 心身障害児療育指導者講習会（静岡） 

８／５     医療･看護講座（静岡） 

  ／６     重症心身障害児者対応看護従事者養成研修（静岡） 

  ／９     重心ネットワーク会議（沼津市立病院） 

   ／１０    重症心身障害児者対応看護従事者養成研修実習（こども病院） 

  ／１５～１７ 夏季休業 

  ／１９～２０ 心身障害児療育指導者講習会（静岡） 

／２４    沼津市福祉大会（沼津） 

    ９／７～９   全国知的障害者福祉関係職員研究大会（栃木） 

     ／１６    医療･看護講座（静岡） 

     ／２９～３０ 東海地区知的障害関係施設長研究協議会（愛知） 
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   １０／６     国際福祉機器展（東京） 

     ／１２    静岡県知的障害者福祉協会通所施設連絡会職員研修Ⅱ 

     ／２８    つばさ静岡食事教室 

   １１／１     感染症予防対策講座 

     ／１～２   全国日中活動支援部会職員研修会（島根） 

     ／８～１１  ミニ遠足（サファリパーク、イオン富士南店、 

エスパルスドリームプラザ） 

     ／１１～１２ 静岡県知的障害者福祉協会通所更生施設部会研究集会（浜松） 

     ／２８～２９ 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修 

   １２／１６    静岡県通所施設連絡会支援スタッフ会議（静岡） 

            ライフサポート事業ナイトケア体験利用 

     ／２２    クリスマス会 

     ／２３    沼津市肢体不自由児の会クリスマス会 

     ／２９～１／４冬季休業 

    １／１０    成人を祝う会 

     ／１１～１３ 新年ウィーク 

     ／１９～２０ 静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会 

     ／２６～２７ 日本知的障害者福祉協会生活支援部会全国大会（愛知） 

    ２／１３    浜松フォーラム２０１２（浜松） 

     ／１５    健康づくり研修会（三島） 

            静岡県知的障害者福祉協会事務部会研究集会（静岡） 

     ／１６    静岡県社会福祉施設経営者協議会東部地区経営協事務研修会 

     ／２４    静岡県知的障害者福祉協会通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

３／８     災害時における自閉症を抱える方への支援セミナー（静岡） 

        「災害時の地域における支え合い」推進シンポジウム（静岡） 

障害者自立支援法事業者説明会（静岡） 

 ／１１    社会福祉法人なごみかぜ生活介護事業所「風の森」竣工式 

（袋井） 

 ／１５    静岡県知的障害者福祉協会第２回理事会（静岡） 

 ／１６    東部成人福祉施設連絡会施設長会 

 ／２８    静岡県内在宅重症心身障害児（者）支援ネットワーク全県幹 

事会 

② 安全対策 

    5 月 11 日   消防設備検査（沼津南消防署） 

    その他    避難訓練（月 1 回実施） 

貯水槽点検 
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③ 保健衛生 

    体重測定   月１回実施 

    害虫駆除   施設内、厨房 １０月実施 

    健康診断   ６月実施 

    嘱託医    隔月 1 回往診 

④ 監査等 

    ５月１１日  監事監査   

⑤ 工事・備品関係 

１２／２６ 職員トイレ照明 LED 電球不良による修理 

１２／２７ 活動室 扉調整 

 ３／１  火災報知機点検 

３／７  貯水槽清掃 

⑥ 地域生活支援事業の利用状況 

地域活動支援事業（見守り、活動支援）     延人数 ３２１人 

    活動グループ実績 

    公園等への散歩、市立図書館へ本の借用、エアポリン、スヌーズレン 

    ふれあい体操、足浴、園芸（ミニ畑、花壇作り）、ショッピング、クッキング 

    室内サーキット、ハンモック、ボールプール、風船バレー 

⑦ 作業収入の実績  なし 

⑧ ボランティア・施設訪問・実習など 

    ・ボランティア 

     掃除（窓拭き）   ２人 

 

 ・施設訪問    ２９８人 

 

   ・実習生  １１人 

⑨ 事故報告 ２件 

 

８．ビーンズ 事業報告 

①行事、出張、その他 

４／ １   任命式 

 ／２５   第１回健康診断実施 

／２６   知的障害者福祉協会第１回理事会（静岡） 

５／ ７      通所施設等連絡会施設長会議（静岡） 

／１３   通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

／１５   沼津市手をつなぐ育成会総会 （創立 55周年） 
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／２５   静岡県知的障害者福祉協会通所更生施設部会  

施設長・主任者合同会議（静岡） 

／２６   輝望会 理事会 

／２７   保護者会総会 

／２８   社会福祉法人 インクルふじ「でら～と」まつり見学 

６／ ４   賀茂地区発達障害支援研修会（下田） 

 ／ ８   沼津市福祉施設連絡協議会（ｻﾝｳｪﾙ沼津） 

／6、7   全国知的障害者関係施設長会議（東京） 

／１３   外食レク(洋食：レストランＤＡＤＡ) 

／１４   外食レク(和食：かっぱ寿司三島店) 

／15、16  防火管理者講習 

／１６   外食レク(中華：王将) 

／２１   外食レク(和食：お好み焼き道頓堀) 

／２２   外食レク(洋食：太陽のカフェ) 

／２３   外食レク(中華：東王) 

／２４   静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

／２７   外食レク(和食：夢庵) 

／30～7/2  通所施設連絡会管理者等被災地視察研修（宮城県） 

７／ ５   外食レク(洋食：象の仔) 

 ／１９   経理基礎講座(静岡市) 

 ／２０   通所施設連絡会職員研修Ⅰ(浜松市) 

 ／２１   経理応用講座(静岡市) 

 ／21、22  日知協東海地区知的障害関係職員研修(三重県) 

 ／26～8/4  エンゼルらんぷでの外食を実施 

８／ ６    みんなの音楽会交流コンサート出場（グランシップ） 

 ／２２   静岡県社会就労センター協議会 会計研修会(シズウェル) 

 ／２４   沼津市社会福祉大会(沼津市民文化センター) 

 ／３０   障害者自立支援法及び児童福祉法改正にかかる事業者説明会(静岡) 

９／  １   総合防災訓練 

 ／１４   社会福祉法人 新会計基準説明会（グランシップ） 

／２３   里・ビーンズまつり 

 ／27～10/6  エンゼルらんぷでの外食を実施   

10／１２   静岡県通所施設連絡会 職員研修Ⅱ（焼津） 

／２５   Ｇレク（淡島マリンパーク） 

／２６   Ｇレク（箱根） 

／２９   沼津市社協チャリティーバザー（サンウェルぬまづ） 
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11／5・6   金岡コミ二ティまつり参加 

／ ８   Ｇレク（サイクルスポーツセンター） 

 ／ ９   Ｇレク（伊東線に乗車） 

／１０   Ｇレク（カラオケ） 

・         ／11、12  静岡県知協通所更生部会、施設長会議（掛川）           

／１５   Ｇレク（富士サファリパーク） 

／１７   Ｇレク（グリンパ①） 

／１８   Ｇレク（グリンパ②） 

／２３   育成会バザー、静岡県地域療育支援センター事業連絡協議会東部ブロック 

講演会（三島） 

 ／２４   児童福祉法改正にかかる事業者説明会（静岡） 

 ／２８   福祉サービス苦情解決研修会（三島） 

12／ ３   障害者週間イベント（のぞみの里と合同） 

／１１   沼津市障害者週間市民の集い 

／14～18  愛護ギャラリー展示 

／１６   静岡県通所更生施設連絡会 スタッフ会議(静岡) 

／２８   イヤーエンドパーティー(御殿場) 

１／ ９   育成会成人式 

 ／16・17  第１９回地域支援セミナー(東京) 

 ／１７   沼津市福祉施設職員研修交流会 

／19・20  静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会（静岡） 

／２２   自閉症・発達障害における研修会 

／２８   静岡県立沼津市特別支援学校学習発表会 

 ／24～2/2  エンゼルらんぷでの外食を実施   

２／１５    静岡県知的障害者福祉協会事務部会研究集会(静岡) 

 ／２１    静岡県立沼津特別支援学校実践報告会 

 ／２２   静岡県通所施設連絡会東部スタッフ会議 

 ／２４   静岡県通所施設連絡会管理者研修(静岡) 

３／ ８   静岡県障害者自立支援法事業者説明会(静岡) 

 ／ ９   静岡県社会福祉協議会主催、社会福祉ミニセミナー(静岡) 

 ／１５   静岡県知的障害者福祉協会第二回理事会(静岡) 

 ／１６   東部成人福祉施設長研修会(サンウェルぬまづ) 

 ／17～21  沼津市ふれあい広場バザー 
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②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

９／１    総合防災訓練を里と合同で実施 

９／７    （株）Ｔ・Ｓ東部 消防設備点検 １回目 

11／１    のぞみの園にて防災訓練（起震車と煙体験）を合同で実施 

２／９    （株）Ｔ・Ｓ東部 消防設備点検 ２回目 

 

③保健・衛生 

・体重測定を毎月実施 

・検温を毎朝実施 

・嘱託医と理学療法士または作業療法士が毎月来所し診察 

・重症心身障害児(者)Ｂ型通園事業利用者は、看護師による血圧と脈拍測定を毎日実施し、

必要に応じて吸痰も実施 

・健康診断 年二回実施 （第 1回目 5/31、第 2回目 12/19） 

・インフルエンザ予防接種 10/24 

 

④監査等 

・５／１１ 監事監査 

・６／１０ 健康保険及び厚生年金保険被保険者資格、報酬等の調査 

・１２／６ 県実地指導 

・２／２１ 県自動車税減免の実地調査 

 

⑤工事・備品関係 

・４／７  送迎福祉車両購入（日産セレナ） ２，９０３，０００円 

・８／30  エアコン室外機修理         １５７，５００円 

・12／5  送迎車両修理（日産キャラバン）    １１１，７２０円 

 

⑥利用状況 

a ．重症心身障害児(者)Ｂ型通園事業 

登録 ６名        利用日 延べ日数 ２４１日   延べ人数１，１１０人   

ｂ．地域生活支援事業 

 沼津市、長泉町、裾野市     利用者 延べ人数 ９１人  

⑦活動グループの実績 

  アルミ缶                        １５５，０５０円 

  自主製品                         ３９，２３８円 

受託作業                         ２９，０８４円 



29 

 

                         合  計 ２２３，３７２円 

⑧ボランティア、施設訪問者、実習など 

・ボランティア 毎週火曜日 室伏さんと平井さん、綿貫さん３名 

 

・施設訪問者 ８人 

・実習 ３人 

・学生の実習 １人  

 

⑨事故報告 ３件 

 

９．エンゼルらんぷ 事業報告 

①行事、出張、その他 

４／２６     静岡県知的障害者福祉協会第 1回理事会(静岡) 

５／１３     静岡県通所施設等連絡会施設長会議(静岡) 

／２５     静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議(静岡) 

６／ ３     沼津市役所バザー出店・販売 

／ ４     沼津市立高校文化祭への出店・販売 

／  ５     のぞみまつり出店・販売 

 ／6・7     全国知的障害関係施設長等研修（東京） 

／ ８     沼津市福祉施設連絡協議会施設長会議 

 ／１１     救急法講習 

７／１９     社会福祉施設経理基礎講座(静岡)  

／２１     社会福祉施設経理応用講座(静岡)   

８／16・17    グループレク(エンゼルらんぷ) 

／２２     静岡県健康福祉部就労支援事業経理講座(静岡) 

／３０     共同就労モデル 

９／ ２     沼津市役所バザー出店・販売 

／１４         社会福祉法人新会計説明会(静岡) 

／２３     里・ビーンズまつり出店・販売 

10／ ８     静岡県東部保育士研修会(市民文化センター)にてパン販売 

／１３     社会福祉法人 新会計基準説明会(静岡) 

／１５     沼津市福祉祭り出店・販売 

／１６     あしたか学園こども祭り出店・販売 

／２６     社会福祉法人  

／27・28    静岡県知協授産部会研究集会(富士) 

／２９     輝望会後援会バザー(サンウェルぬまづ) 
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11／ １     社会福祉法人 簿記講座(静岡)、沼津市西分署協力のもと沼津のぞみ 

の園で防災訓練実施 

／５・６     愛鷹コミュニティー祭り出店・販売 

／１７     保健所での講習会(仕出しについて) 

12 ／１・２      全国知的障害者授産施設運営研究協議会(広島) 

／ ２         沼津特別支援学校バザー 

／ ６         沼津市役所バザー 

／ ３     障害者週間啓発 施設見学とクッキーの配布 

／１１     沼津市民の集い 

 ／２６     クリスマス会(御殿場高原ホテル) 

１／ ９     育成会成人式 

１／３１    工賃引き上げ計画策定研修会１回目(静岡) 

２／２９    工賃引き上げ計画策定研修会 2回目(静岡) 

３／ ８    障害者自立支援法事業者説明会(静岡) 

 ／１４    沼津市役所バザー出店・販売 

 ／17～21   沼津市福祉ふれあい広場 

 ／２５    あしたか南陽地区畑委員会の総会 

 

②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

９／ １     総合防災訓練を実施 

１０／ ７     広伸防災 火災報知器点検 

 

その他       

・毎月避難訓練(地震・火災など) 

 

保健・衛生 

・細菌検査(検便)を定期実施 

・インフルエンザ予防接種(10/27) 

・健康診断実施(12/20)  

・ 

④監査等 

・５／１１ 監事監査 

・12／ ６ 県実地指導 

 

⑤工事・備品関係（１０万円以上）     
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・ラベルプリンター    ４月１日   ２００，５００円 

 

⑥利用状況 

a ．就労継続支援 B型事業               延べ人数 ５，６５６人 

  

⑦活動グループの実績 

  喫茶部門                       ２０８８，３９２円 

  パン関連                      ７，３６１，４８３円 

  自主製品ほか                      １９０，０２１円 

  受託製品関係                    １，３６３，５５６円 

  東海コメット                      ２０７，０００円 

                      合  計   １１，２１０，４５２ 

⑧ボランティア、施設訪問者、実習など 

・ボランティア ５人 

 

・実習 ２人 

 

・施設訪問者  １８５人 

 

⑨事故報告 ２件 

 

 

１０．地域療育支援センター こげら事業報告 

 

ケース相談件数：１８１１件（沼津市相談件数８６１件 ・他総合相談支援センター相談 

件数こげら扱い件数３９６件 他駿東田方の地域療育支援 

センター事業の取扱件数 ５５４件 ） 

静岡県障害児（者）地域療育支援センター療育３事業実績：２４０件（訪問・外来） 

発達障害者支援センター機能強化事業実績：３２０件 
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１１．その他事業報告 

 

きぼう青年学級活動実績報告 

 
開催日 内容 参加学級生数 職員数 ボランティア 

第 1 回 4/17（日） 開校式 

（ボーリング） 

34 人 6 人  

第 2 回 

 

5/16（日） 1 日社会見学 31 人 9 人 4 人 

第 3 回 

 

6/19（日） 七夕交流会 28 人 2 人  

第 4 回 

 

7/（日） スポーツ教室 25 人 3 人 1 人 

第 5 回 

 

8/7（日） 映画 24 人 2 人  

第 6 回 

 

9/18（日） バーベキュー 34 人 4 人 6 人 

第 7 回 

 

10/16（日） ハイキング 19 人 3 人 3 人 

第 8 回 

 

11/20（日） カラオケ 29 人 2 人 1 人 

第 9 回 

 

12/18（日） カルチャー 22 人 3 人 1 人 

第 10 回 

 

1/15（日） 新年会 32 人 4 人 1 人 

第 11 回 

 

2/19（日） 料理 26 人 5 人  

第 12 回 

 

3/18（日） 閉校式 25 人 3 人  

 

延べ参加人数・・・329 人 （平成 22年度 延べ 301人） 

 

 


