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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 

４／１  第１１５回理事会 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理者の順位に 

ついて 

５／ 

２８ 

第４２回評議員会・

第１１６回理事会 

議案第１号 理事・評議員選任について 

議案第２号 平成２３年度事業報告について 

議案第３号 平成２３年度収支決算認定について（監事監査報告） 

議案第４号 社会福祉法人輝望会経理規程の一部改正 

議案第５号 社会福祉法人輝望会 資格取得等補助に関する 

内規の一部改正 

議案第６号 平成２４年度社会福祉法人輝望会ミルキーウェイの 

補正予算について 

議案第７号 沼津市立あしたか学園の指定管理期間満了に伴う 

再応募について 

報告事項① 平成２３年度予算の予備費等の使用について 

② 法改正に伴う業務管理体制の届出について 

③ 障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等 

に関する法律について 

④ ミルキーウェイ障害児通所支援事業概要及び運営 

規程の変更点について 

⑤ 農業事業所検討委員会の経過報告   

⑥ 沼津市役所地下売店オープンについて  

 ⑦ 規程類の整備について（様式等） 

連絡事項① 第２８回のぞみ祭りのご案内  

９／７ 第４３回評議員会・

第１１７回理事会 

議案第１号 グループホーム、ケアホームの土地及び建物の購入 

議案第２号 社会福祉法人輝望会定款の一部改正 

議案第３号 グル―ムホーム、ケアホームの新設（新規借用） 

議案第４号 のぞみの家運営規程の一部改正 

議案第５号 地域療育支援センターこげら 特定相談支援事業 

及び障害児相談支援事業運営規程の制定 

議案第６号 地域療育支援センターこげら運営規程の一部改正 

議案第７号 業務管理体制整備規程の制定 

議案第８号 補正予算 
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報告事項① ミルキーウェイ倒木処理 

② ミルキーウェイ基盤整備事業 

③ 虐待防止法の状況 

④ 農業事業所検討委員会の経過報告   

 ⑤ 沼津市立あしたか学園指定管理応募日程  

１０／ 

３１ 

第４４回評議会・ 

第１１８回理事会 

議案第１号 平成２４年度上半期事業報告 

議案第２号 平成２４年度上半期収支報告 

議案第３号 平成２４年度 ３月期賞与支給 

議案第４号 平成２４年度１１月補正予算 

議案第５号 退職慰労金支給規程の一部改正 

議案第６号 職員表彰規程の一部改正 

報告事項① 「障害者週間」各施設の取り組み   

３／ 

１４ 

第４５回評議会・ 

第１１９回理事会 

議案第１号 平成２４年度社会福祉法人輝望会補正予算 

議案第２号 社会福祉法人輝望会評議員の選任 

議案第３号 社会福祉法人輝望会 経理規程の廃止・制定 

議案第４号 平成２５年度社会福祉法人輝望会事業計画 

議案第５号 平成２５年度社会福祉法人輝望会予算 

議案第６号 社会福祉法人輝望会 就業規則の一部改正 

議案第７号 社会福祉法人輝望会 親睦会への補助変更 

議案第８号 社会福祉法人輝望会  理事会運営規程・評議員会運営 

規程の一部改正 

議案第９号 社会福祉法人輝望会 諸団体への会費納入と主催の 

研修会等出席にする規程の制定 

議案第１０号 農業を中心とした事業所創設 

議案第１１号 指導監査結果報告と改善事項 

報告事項①  職員の異動及び採用について 

②  経理処理の一部遅延について 

③  前回評議員会での古屋評議員の質問への回答 

④  平成 25年 4月「障害者総合支援法」の施行（「障 

害者自立支援法」が改正）に伴う運営規程の変更 

について 

 

②主な事業、行事他 

  平成２４年 

    ４／１    第１１５回理事会 

４／２    任命式 
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５／１４   監事監査 

    ５／１８   常任委員会 

    ５／２８   第４２回評議員会・第１１６回理事会 

    ８／２９   常任委員会  

    ９／７    第４３回評議員会・第１１７回理事会 

   １０／２４   常任委員会 

   １１／３１   第４４回評議会・第１１８回理事会 

   １２／１１   県実地指導（のぞみの園、のぞみの家） 

   １２／２６   県実地指導（のぞみの園、のぞみの家） 

 平成２５年 

    １／１５   県指導監査（法人運営、経理） 

    １／１８   県実地指導（いずみ） 

３／２    法人職員研修（全体） 

３／５    常任委員会 

    ３／１４   第４５回評議会・第１１９回理事会 

  

③職員採用・退職 

   採用 ２４名（正規職員６名、臨時・パート職員１８名） 

   退職 ２２名（正規職員４名、臨時・パート職員１８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 ６名） 

・その他 告別式 生花など 

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 

４／２      任命式 

／９     静岡県知的障害者福祉協会正副会長会議 

／２６    静岡県知的障害者福祉協会常任理事会（静岡） 

／２９    里・ビーンズまつり 

／２９～５／６ジョイウィーク 

    ５／１４    監事監査 

     ／１６    日本知的障害者福祉協会支援部会（東京） 

／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） 
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６／４～５   全国知的障害関係施設長会議（東京） 

 ／６      時計商組合時計修理奉仕 

／７     沼津市福祉施設連絡協議会会議（沼津） 

／２２    静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

／２６    社会法人会計基礎研修（静岡） 

７／５～６   東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（高山） 

７／８     流しそうめん大会 

７／１１    日本知的障害者福祉協会人材育成委員会（東京） 

／１７    水耕栽培視察（浜松） 

／２３    富士見学園評価委員会（富士） 

／２６    スポーツ療法講座（静岡） 

／２７～２８ 心身障害児療育指導者講習会 

／３１    音楽療法講座（静岡） 

８／２     日本知的障害者福祉協会支援施設部会 

／３     医療看護講座（静岡） 

／７     音楽療法・スポーツ療法（静岡） 

／７～９   三島市発達障害研修    

／２３～２４ 福祉施設経営戦略（東京） 

／２７    音楽療法（静岡）・障害者虐待防止法研修（静岡） 

／２８～２９ 静岡県ふじのくに防災士研修（静岡） 

／３０    スポーツ療法講座（静岡） 

９／４     総合防災訓練 

／３     障害者虐待防止法管理者研修（静岡） 

／４     スポーツ療法講座（静岡）・中堅職員研修（静岡）・静岡県ふじの

くに防災士研修（静岡） 

／５     静岡オレンジマラソン大会実行委員会（静岡） 

／７     自閉症研修（静岡）・医療看護講座（静岡） 

／８      ファミリーレク      

／１０～１１ 静岡県ふじのくに防災士研修（静岡） 

／２７～２８ 東海地区施設長研修（名古屋） 

／２８    静岡県ふじのくに防災士研修（静岡） 

   １０／１     静岡オレンジマラソン大会実行委員会（静岡） 

      ２     愛護ギャラリー展実行委員会（静岡） 

      ４     防災士研修（静岡） 

      ５～６   個別旅行 

      １１～１２ 個別旅行 
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      １２    自閉症研修（静岡）・サービス管理責任者研修（静岡） 

      １５～１７ 個別旅行 

      １６    新会計研修（静岡） 

      １７    第三者委員法人施設見学 

      １９    個別旅行・日本知的障害者福祉協会人材育成委員会（東京） 

      ２０    ふく SEE まつり 

      ２３    サービス管理責任者研修（静岡）・静岡県との意見交換会（静岡） 

      ２５    個別旅行 

      ２６    サービス管理責任者研修（静岡） 

      ２８    沼津市社会福祉協議会ボランティア事前研修会（講師） 

      ２９    個別旅行 

      ３０    愛鷹小学校生徒職場体験 

   １１／１        施設防災の日（総合防災訓練） 

      １～２   個別旅行 

      ３・４   あしたかコミュニティまつり 

      ５～６   個別旅行 

      ７     個別旅行・日本知的障害者福祉協会人材育成委員会（東京） 

           ８     ダイワハウス清掃ボランティア・日本知的障害者福祉協会施設部   

            会（東京） 

      ８～９   個別旅行 

      １２    障害者料理教室（静岡） 

      １２～１３ 個別旅行 

      １３    静岡県給食協会研修会（静岡）・安全運転管理者講習（沼津） 

      １４    リスクマネジメント研修（静岡）・個別旅行 

      １５    静岡県知的障害者福祉協会栄養部会（静岡） 

      １５～１６ 個別旅行 

      １８    静岡県知的障害者福祉協会ふれあい交歓会（静岡） 

      ２１～２２ 個別旅行 

      ２２    静岡県知的障害者福祉協会正副会長会議 

     ２５～２７ 個別旅行 

     ２８～２９ 静岡県知的障害者福祉協会支援施設部会研修（浜松） 

     ２９～３０ 個別旅行 

     ３０    静岡県知的障害者福祉協会保健医療部会（静岡） 

  １２／１     障害者イベント 

     ３     日本知的障害者福祉協会東海地区役員会（名古屋） 

     ４     愛護ギャラリー展実行委員会（静岡） 
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     ７     静岡県知的障害者福祉協会常任委員会・理事会（静岡） 

     １７    日本知的障害者福祉協会テキスト改訂委員会（東京） 

     １８～２１ 愛護ギャラリー展（静岡） 

     ２２    愛護ギャラリー展実行委員会（静岡） 

     ２３    イヤーエンドパーティー 

     ２３～１／６ジョイウィーク 

     ２５    大掃除・仕事収め 

     ３１    入居者忘年会 

   １／７     県知事新年の挨拶 

１１    新年会 

１３    日本知的障害者福祉協会通信教育スクーリング講師（東京） 

     １５    指導監査 

     １６    日本知的障害者福祉協会東海地区役員会（名古屋） 

     １７～１８ 静岡県知的障害者福祉協会施設長研修（浜松） 

     １９    愛鷹地区星を見る会 

２０    日本知的障害者福祉協会通信教育スクーリング講師（大阪） 

     ２６    愛鷹地区交通安全凧揚げ大会 

     ３０～３１ 福祉施設職員研修（沼津） 

     ３１    健康診断・発達障害コンサルテーション事業 

   ２／６～７   障害者支援施設部会全国大会（東京） 

７     健康づくり研修会（静岡） 

７～８   個別旅行 

     ８～１０  会計実務講座（神奈川） 

     １９    日本知的障害者福祉協会東海地区役員会（名古屋） 

     ２２    静岡県福祉施設士会（静岡） 

     ２７～２８ 静岡県高齢者施設職員障害研修（静岡） 

   ３／１     地域におけるセーフティーネット研修（沼津） 

２     法人研修 

５     常任委員会 

１２    日本知的障害者福祉協会人材育成委員会（東京） 

     １３    発達障害コンサルテーション事業 

     １４    理事会 

     １５    静岡県知的障害者福祉協会役員会・理事会（静岡） 

     １９    発達障害コンサルテーション事業 

     ２９    お花見・旅立ちの会 

②安全対策 
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９月４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、１２月  害虫駆除（厨房） 

８月   害虫駆除（施設内） 

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２４年５月１４日 

指導監査：平成２５年１月１５日 

⑤工事・備品関係 

4 27 照明器具安定器交換 110,250 円 

6 18 フェンス・テラス修理 157,500 円 

8 29 食堂南側エアコン 438,375 円 

8 29 食堂北側エアコン 438,375 円 

9 27 シート張替え修理 220,500 円 

9 27 テラス屋根修繕工事 143,900 円 

1 15 既設物置移設工事 388,500 円 

1 20 手洗い場設置工事 987,000 円 

2 13 厨房設備修繕 115,500 円 

2 22 介護用リフト 290,000 円 

 

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 ６４人  ６２７，７６０円 

  ・短期入所            延人数 １,６３５人 １３，４６０，４１５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    ３４８，２６７円 

⑧ボランティア、施設訪問、実習について 

・ ボランティア 

  里まつり             ５７人 

流しそうめん大会         ２９人 

サマーショートボランティア     ７人 
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夏の思い出（日帰り遠足）     １６人 

      あしたかコミュニティまつり      ６ 人 

      障害者週間            １４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 

 

・ 保育、社会福祉援助技術実習  ３２人 

 

⑨事故報告 １５件 

 

３．沼津のぞみの園事業報告 

①行事、出張、その他 

 ４／ １      新しい仲間を迎える会 

５      沢田小学校入学式       

 ２７      静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

 ５／ ８      通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

    １７       民生委員協議会総会（沼津市民文化センター）      

２２      市役所地下売店『パイン』オープン 

   ２９      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      第２８回 のぞみまつり 

４～ ５   全国知的障害関係施設長会議 （東京） 

    ７      沼津市福祉施設連絡協議会（沼津） 

   １３      東部成人福祉施設長連絡会（沼津） 

           グループ別エンゼルらんぷへランチ外出 

   １４      ステップワン視察 （御殿場） 

   １５      健康診断 

   ２０・２１   新任職員研修Ⅰ （三島） 

   ２１      静岡県通所施設連絡会支援スタッフ会議（富士市） 

   ２２      静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

   ２６      簿記入門講座 

   ２２～７／ ８ 沼津仲見世商店街七夕祭り参加 

７／ ４      『ノア』納車 

５      市役所ＩＮバザール 

５～６    東海地区知的障害者関係施設職員研究協議会（高山） 

９      障害児のための料理教室 

１１      梓友会視察（下田） 
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  １３      静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅰ （富士市） 

１７      京丸園（水耕栽培作業）視察 （浜松）       

２３      沢田小学校との交流会 

  ２６～２７   夏の合宿 

  ２７      高尾園納涼祭 

８／ ２～ ３   てんかん援助セミナー（東京） 

   ５      全館空調機のメンテナンス 

  ３０      公開講座『口腔ケア』（沼津市立高尾園） 

９／ ３      総合防災訓練 

   ４      中堅職員のための組織性向上講座 （三島） 

５      日帰り旅行の下見（東京） 

    ５～６    新任職員研修Ⅱ （静岡） 

   １０～１１   日中活動支援部会施設長等研究協議会（千葉） 

  １３      活動ボランティア様 給食試食会 

  ２５      交通安全運転管理者講習（沼津） 

  ２７       東海地区知的障害者関係施設長等研究協議会 （静岡）     

 １０／ １     オレンジマラソン実行委員会（静岡） 

     ２     愛護ギャラリー実行委員会（静岡） 

     ５     市役所 IN バザール 

     ７     みはらしフェスティバル 

     ９     通所施設連絡会職員研修Ⅱ（焼津） 

    １６・１９  サービス管理責任者現任研修（静岡） 

    １９     オレンジマラソン実行委員会（静岡） 

    ２２     東部成人施設長会議（沼津） 

    ２６     日帰り旅行（山中湖・勝沼ぶどう狩り） 

 １１／２～３    金岡コミュニティー祭り展示参加 

    ５～２９   活動グループ別の秋の外出 

    ９      静岡県日中支援部会職員研究集会（焼津） 

    １０     ふれあいスポーツ大会（沼津富士通体育館） 

    １２     障害者のための料理教室（静岡） 

    １３     インフルエンザ予防接種 

    １５     オレンジマラソン反省会 

    １６     労務管理研修 

 １２／ ４     愛護ギャラリー実行委員会 

     ５     福祉サービス苦情解決研修会（三島） 

     ６     沼津歯科医師会歯科検診 
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     ７     静岡県通所施設連絡会支援スタッフ会議（静岡） 

     ８     障害者週間啓発行事（園内ラリー・地域清掃等） 

    １０～１１  全国日中支援部会職員研修会（名古屋） 

    １１     県実地指導 

    １８～２２  愛護ギャラリー展 

    １８・２１  新会計研修会（静岡） 

    ２１     罪を犯した高齢・障害者の行方（静岡） 

    ２１     社会保険労務研修（沼津） 

    ２４     クリスマス会（ホテル沼津キャッスル） 

  １／１０     新年餅つき大会 

           新成人を祝う会 

    １１     食品衛生監視指導 

    １７～１８  静岡県知協施設長会議（沼津） 

    ２３     愛護ギャラリー反省会 

    ２４     市役所 IN バザール 

 ２／ ２・９・１６  初春のグループレクレーション 

    １５     第２４回弘済セミナー （神奈川） 

    １５     静岡県通所施設連絡会管理者研修（静岡） 

 ３／  ５     市役所 IN バザール 

    １３     ソウウェルクラブ静岡業務推進委員会（静岡） 

    １５     静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

    １９     沢田小学校卒業式 

    ２０～２５  ヨーカ堂ふれあい広場 

    ２１     障害自立支援法事業者説明会 

    ２６     東部成人施設長連絡会（沼津） 

②安全対策 

９／ ３     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 

   ６／１５   健康診断 

   ７／２４   害虫駆除（施設内・厨房） 

  １２／ ６   歯科検診 

   １／１０   害虫駆除（厨房） 

   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。 



11 

 

④監査等 

   ５／１４   監事監査 

  １２／１１   県実地指導 

   １／１１   食品衛生監視指導 

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） 

７月    トヨタ ノアＸ     ２，４３５，０００円 

８月    空調機洗浄保守点検     ７３５，０００円 

   １月    トイレ改修工事     １，３５０，０００円 

   ３月    植木植栽工事        ６８０，０００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 ６６６人（内児童２３人） 

                      計  ３，６８４，６３０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 ３９１，８４２円 

⑧ボランティア・実習生・見学者等 

   ・ボランティア      ５／２０   西沢田自治会様 園舎周りの草刈          

               ６／  ３   のぞみまつり      約６０人     

６／ ６   沼津市時計商組合 様  

                  ６／１３   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    １１人 

                 ９／１２   金岡民生委員・児童委員様    ６人  

              １０／１４   西沢田自治会様 園舎周りの草刈 

              １１／１４   金岡民生委員・児童委員様   ５人 

              １２／１３   日赤様、歳末慰問 

               ２／１３   金岡民生委員・児童委員様   ５人 

           散歩・水泳活動などのボランティア様    （毎週） ８人 

  ・ 実習生 

・保育実習  ２人  

・体験実習  ５人 

・学校実習 １３名 

   

⑨事故報告  １６件   

 

４．のぞみの家事業報告 

① 行事・出張・その他 
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    ４／ ９     沼津特別支援学校高等部入学式参加（1 人） 

１４     ドラゴンゲートプロレス沼津大会観戦（7 人、沼津卸商社セン 

ター） 

  １９     チバリヨ男性入居者「就労移行支援事業きさらぎ」体験利用

開始 

  ２９     里・ビーンズまつりへ参加（１６人） 

５／ ５     少林寺武術公演観劇（8 人、沼津市民文化センター） 

    ６／ ３     のぞみまつり参加（１６人） 

２４     ひまわり号参加（3 人、浜名湖） 

  ２９     社会福祉法人かながわ共同会 愛名やまゆり園他ケアホーム 

視察 

７／ ４     チュラ男性入居者ケース検討会議 

５～６   第 50 回東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（岐阜県 

高山市） 

 ２～１１  平成 24 年度相談支援従事者初任者研修（延べ 5 日間、静岡市） 

  ２３     沼津特別支援学校納涼祭参加（1 人） 

  ２７     石川さゆり 40 周年記念コンサート鑑賞（2 人、沼津市民文化 

センター） 

８／１１     カラオケ、昼食外出（8 人） 

２０     ショッピング、昼食外出（６人） 

９／ ４     新規入居者ケース検討会議 

       ５     民間賃貸マンション青山ハイツ契約（２戸、沼津市東椎路） 

      １０・１８  新規入居者ケース検討会議 

      １１・１９  新規入居者ケース検討会議 

   １０／ １     ひかり・かがやき開所式 

             チバリヨ、男性 1 人入居 

             ひかり、男性 1 人入居（チバリヨから移動） 

             かがやき、女性 1 人入居 

             チバリヨ男性入居者「就労継続支援事業（Ａ型）サインズ」 

利用開始 

       ３     ひかり、男性 1 人入居 

      １４     ひまわり号参加（3 人、山梨県） 

      ２３     かがやき、女性 1 人入居（コラボから移動） 

      ２８     沼津市長選挙の投票 

   １１／ ３     さつきまつり参加（2 人） 

   １２／ ７     チバリヨ男性入居者「就労継続支援事業（Ａ型）サインズ」 
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実習開始 

      １５     ドラゴンゲートプロレス沼津大会観戦（6 人、沼津卸商社セン 

ター） 

      １６     衆議院総選挙の投票 

    １／１３     のぞみの家新年会（20 人、万葉の湯） 

      ２４～２５  平成 24 年度地域支援・相談支援セミナー（東京都江東区） 

      ３１     地域支援部会研修会（静岡市） 

    ２／１６     Ｊリーグ・プレシーズン観戦（1 人、愛鷹広域公園多目的競 

技場） 

    ３／１５     プロレスノア観戦（1 人、御殿場市民センター） 

    ３／２１     障害者自立支援法事業者説明会（静岡市） 

      ２７     坂本冬美コンサート鑑賞（1 人、沼津市民文化センター） 

②安全対策 

  ９月３日   総合防災訓練 

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 

監事監査 ：平成２４年 ５月１４日 

  県実地指導：平成２４年１２月１１日 

⑤工事・備品関係 

 ９月 新設ケアホーム「ひかり・かがやき」家具一式購入   １２０，６００円 

      同上 室内改修工事                ９３，５００円 

      同上 電化製品一式購入             ６８７，５４０円 

     ※賃貸マンション青山ハイツへ（10 月 1 日より開設） 

 １０月 コラボ・ホープ売買契約           ２４，４４９，６５０円 

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 

  実施なし 

⑨事故報告 

  なし 
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５．沼津市立あしたか学園事業報告 

① 行事・出張・その他 

４／ ５    沼津市立今沢小・中学校始業式・入学式 

     ／ ９    静岡県立沼津特別支援学校始業式・入学式 

       ／２１    沼津市立今沢小学校授業参観・ＰＴＡ総会 

     ／２３    沼津市立今沢小学校家庭訪問 

／２４    沼津市立今沢中学校家庭訪問 

    ／２７    静岡県立沼津特別支援学校小中学部春の遠足 

            沼津市立今沢小学校春の遠足 

            沼津市立今沢中学校授業参観・懇談会 

静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

    ／２９    「のぞみの里・ビーンズまつり」に参加 

   ５／２～６   児童福祉週間個別外出 

５／１２    今中生レクリエーション「Ｊリーグサッカー観戦」 

                   エスパレスＶＳセレッソ大阪 

        静岡県立沼津特別支援学校授業参観・ＰＴＡ総会 

    ／１４    静岡県立沼津特別支援学校代休レクリエーション 

（山中城址） 

    ／１５    東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

    ／１９    地域支援「音楽療法」 

           保護者会 平成２４年度「総会」 

    ／２２～２４ 静岡県立沼津特別支援学校高等部２年集団宿泊 

／２６    地域支援「スポレク」 

／３０    静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議（静岡） 

     ／３１～６／２ 沼津市立今沢中学校修学旅行 

６／ ２    沼津市立今沢小学校「創立４０周年記念運動会」    

／ ３    「のぞみの園まつり」に参加 

／ ４    沼津市立今沢中学校３年生代休レクリエーション 

       沼津市立今沢小学校代休レクリエーション 

「三島楽寿園」「三島せせらぎ遊歩道」 

／ ６    時計商組合時計修理奉仕 

       熱海市立多賀中学校教諭施設見学 

／ ８    衛生管理講習会（三島） 

／６～１９  静岡県立沼津特別支援学校高等部３年現場実習 

／ ７    沼津市福祉施設連絡協議会（沼津） 

／７～ ８  静岡県立沼津特別支援学校中学部自然教室 
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       静岡県立沼津特別支援学校小学部６年校外学習校内宿泊 

    ／ ９    地域支援「音楽療法」 

        あしたか地区ボランテア連絡会 

 ／１３    東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

６／１４～１５ 静岡県立沼津特別支援学校高等部１年集団宿泊 

／１５    小学校低学年に向けての性教育 

／２１    沼津市立今沢小学校一日授業参観日 

／２１～２２ 静岡県立沼津特別支援学校小学部５年校内宿泊  

／２２    静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

    ／２３    地域支援「スポレク」 

    ／２５～７／６静岡県立沼津特別支援学校高等部２年現場実習 

／２８    不二聖心女学院「みこころの祝日」奉仕作業 

７／ １    プール開き 

 ／ ５～６  東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（岐阜高山） 

 ／ ６    児童福祉施設における暴力防止研修会（静岡）                

    ／ ７    地域支援「音楽療法」 

あしたか地区ボランテア連絡会 

    ／１０    東部児童福祉施設長連絡会（御殿場） 

    ／１１    人事考課実施先進法人視察（下田）  

／１２    職員健康診断 

／１４    地域支援「スポレク」 

／１５    キグナス石油招待「フォーミュラ・ニッポン」観戦 

／１８    沼津市立今沢中学校教育相談 

       静岡県立聴覚特別支援学校教育相談  

 ／１９    沼津市立今沢小学校教育相談 

        沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／２０    静岡県立沼津特別支援学校一学期終業式 

／２１    あしたか地区納涼祭に参加 

／２２    今沢コミ夏祭りに参加 

／２３    静岡県立沼津特別支援学校ＰＴＡ主催納涼祭に参加 

／２３    沼津市立今沢小・中学校一学期終業式 

／２５    夏休み個別外出 市立図書館「こども気象講座」 

／２６    スポーツ療法講座（静岡） 

／２７    静岡県特別支援学校陸上競技大会参加（静岡） 

／３１    夏休み自主外出 市立図書館  

ビデオ上映会「みなまた海の声」「きたきつねのしあわせ」  
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８／ ２    夏休み個別外出 市立図書館「わくわく図書館」 

／ ４    静岡県立沼津特別支援学校サッカー部 

       「静岡県立沼津城北高校との練習試合」 

／ ７    夏休み個別外出 市立図書館 ビデオ上映会「裸の王様」 

       スポーツ療法講座（静岡） 

       調理技術研修会（三島） 

／ ８    心理学講座（静岡） 

８／１０    心理学講座（静岡） 

／１１    夏休み個別外出 サッカー観戦 

               清水エスパレスＶＳ名古屋グランパス 

／１３    夏休みお楽しみ大会「ソーメン流し」 

／１４    夏休みお楽しみ大会「バーベキュー」 

／１５    夏休みお楽しみ大会「カレーライス」 

       御殿場市ケース関係機関連絡調整会議 

／１８    あしたか地区ボランテア協力による園庭草取り 

／２２    静岡県立沼津特別支援学校サッカー部 

       「三校交流試合」沼津・富士・富士宮 

／２２    夏休み個別外出 市民文化センター 

映画上映会「名探偵コナン」 

    甲種防火管理講習会（沼津） 

／２３    甲種防火管理講習会（沼津） 

／２５    第四回「こどもまつり」  

／２８    日本中国料理協会東海東部支部の奉仕による食事会 

    ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

／２９    沼津市立今沢小・中学校二学期始業式 

    ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

／３０    静岡県立沼津特別支援学校二学期始業式 

       スポーツ療法講座（静岡） 

       静岡県就学指導委員会（沼津） 

／３１    虐待防止法関係研修（静岡）  

９／ ３    ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

    ／ ４    社会的養護施設等防災研修（静岡） 

ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

／ ８    地域支援「音楽療法」 

       あしたか地区ボランテア連絡会 

／１０    プール納め 
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ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

／１１    ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

／１５    高齢者福祉施設敬老会に参加 

／１８    静岡県立聴覚特別支援学校教育相談 

東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

／１９    ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

／２１    沼津市立今沢小学校秋の遠足 

／２２    地域支援「スポレク」 

       保護者会（クリスマス会の参加について・・・その他） 

／２５    車輌管理者研修（沼津） 

／２７～２８ 東海地区知的障害関係施設長等研究協議会（静岡） 

／２９    沼津市立今沢中学校あしはら祭体育の部 

９／３０    沼津市立今沢中学校あしはら祭文化の部 

１０／ ２    沼津市立今沢中学校代休レクリエーション（箱根周遊） 

／ ４    ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

／ ６    沼津市立今沢小学校 PTA トークマラソン（今沢海岸） 

／１３    静岡県立沼津特別支援学校運動会 

  ／１５    静岡県立沼津特別支援学校代休レクリエーション 

（富士丸火自然公園） 

／１９    家族再統合実践研修（沼津） 

       沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／２０    地域支援「音楽療法」 

／２２～１１／１ 静岡県立沼津特別支援学校高等部３年現場実習 

／２４～２６ 静岡県立沼津特別支援学校中学部修学旅行（奈良京都方面） 

／２５    感染症・食中毒予防対策講座（三島） 

／２５～２６ 静岡県知的障害者福祉協会児童施設部会職員研究大会 

（浜松） 

／２７    地域支援「スポレク」 

／３１～１１／２ 沼津市立今沢小学校５年生自然教室 

１１／ １～２  静岡県立沼津特別支援学校小学部修学旅行（東京） 

         沼津市立今沢中学校遠足 

１１／ ３～４  愛鷹地区コミ祭り参加 

  ／ ８～２１ 静岡県立沼津特別支援学校高等部１・２年生現場実習 

／ ８～９  全国知的障害発達支援施設運営協議会（千葉） 

／ ９    「セラピューティック・ホールド」研修会（磐田） 

／１０    地域支援「音楽療法」 
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       沼津市立今沢中学校授業参観日 

／１２    沼津市立今沢中学校生レク（ボーリング大会） 

／１４    静岡県立聴覚特別支援学校教育相談 

       不二聖心女子学院「みこころの祝日」 

／１５    静岡県就学指導委員会（沼津） 

       静岡県知的障害者福祉協会栄養部会研修会（静岡） 

       沼津市立今沢小学校５年生社会科見学 

       インフルエンザ予防接種 

／１７    地域支援「スポレク」 

       保護者会（クリスマス会ダンスの練習） 

       沼津市立今沢小学校授業参観日 

／１９    沼津市立今沢小学校生レク（個別外出 沼津市内） 

／２０～２１ 東部児童福祉施設長連絡会（下田） 

／２１～２２ 児童発達支援管理責任者研修（静岡） 

／２１    沼津市育成学級合同運動会（沼津市立体育館） 

／２３    静岡県立沼津特別支援学校小学部学習発表会 

／２６    静岡県立沼津特別支援学校小学生レク（個別外出沼津市内） 

／２７～３０ 静岡県立沼津特別支援学校高等部修学旅行（長崎） 

／２９    沼津市立今沢小学校あしの子祭り 

／３０    競輪選手とのふれあい餅つき大会 

       静岡県知的障害者福祉協会医務部会研修（静岡） 

１２／ １    静岡県立沼津特別支援学校中学部学習発表会 

         中学生と高校生男子レクリエーション 

サッカー観戦「清水エスパレス VS（日本平） 

         中学生と高校生女子レリエーション ミュージカル鑑賞 

音楽座ミュージカル「とってもゴースト」（東京銀座） 

／ ３    静岡県立沼津特別支援学校中学生レク（御殿場） 

／ ３～７  沼津市立今沢中学校３年生現場実習 

／ ５    福祉サービス苦情解決研修会（三島） 

／ ６    静岡県立沼津特別支援学校小学部おはようマラソン 

／ ７    静岡県立沼津特別支援学校高等部もくせい杯サッカー大会 

       （静岡草薙運動公園） 

／ ８    地域支援「音楽療法」 

       保護者会（クリスマス会のダンス練習） 

／１５    地域支援「スポレク」 

／１６    加藤学園片浜地区親子との交流会 
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／１８    新会計基準経理研修会（静岡） 

／２１    静岡県立沼津特別支援学校２学期終業式 

       沼津市立今沢小中学校２学期終業式 

新会計基準経理研修会（静岡） 

／２２    クリスマスお楽しみ会 

１／ ７    沼津市立今沢小中学校３学期始業式 

 ／ ８    静岡県立沼津特別支援学校３学期始業式 

／１２    地域支援「音楽療法」 

       あしたか地区ボランテア連絡会 

／１７～１８ 静岡県知的障害者福祉協会施設長研修（沼津） 

／１９    地域支援「スポレク」 

／２１    静岡県立聴覚特別支援学校教育相談 

／２３    静岡県知的障害者福祉協会事務部会研修（静岡） 

／２４    静岡県立沼津特別支援学校３～４年生雪あそび外出 

／２６    静岡県立沼津特別支援学校高等部学習発表会 

／２８    静岡県立沼津特別支援学校高等部代休レク（静岡石垣苺） 

／２８～２／１８ 直接処遇職員健康診断（２回目） 

／２９    東部児童福祉施設長連絡会（富士） 

／２９    児童家庭支援講座（三島） 

／３０～３１ 福祉施設職員研修交流会（沼津） 

２／ １    節分お楽しみ会 

 ／ ７    健康づくり研修会（三島） 

／ ７    あしたか地区ボランテア連絡会 

／１３    静岡県立沼津特別支援学校高等部入学選考会 

       静岡県立御殿場特別支援学校高等部入学選考会 

／１４    沼津市立今沢小学校授業参観日 

／１５    静岡県立富士見学園入所オリエンテーション 

／１６    地域支援「音楽療法」 

／２０    ひなまつりお楽しみ会 

／２２    福祉講演会「丈夫な体 健やかな心に育てたい」 

講師：原 正守氏（原小児科医院長） 

／２３    地域支援「スポレク」 

／２５    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／２６    静岡県立沼津特別支援学校中学部入学説明会 

／２８    静岡県立沼津特別支援学校高等部入学説明会 

３／ ２    輝望会全体研修会 
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／ ８    静岡県立沼津特別支援学校高等部卒業式 

／ ９    地域支援「音楽療法」 

       あしたか地区ボランテア連絡会 

／１１    沼津市ケース関係機関連絡調整会議 

／１２    東部児童施福祉施設長連絡会（沼津市） 

／１３    沼津市立今沢中学校お別れ遠足（静岡市） 

／１４    静岡県立聴覚特別支援学校教育相談 

／１５    静岡県立沼津特別支援学校小中学部卒業式 

／１６    地域支援「スポレク」 

／１８    沼津市立今沢小学校修了式 

       沼津市立今沢中学校卒業式 

／１９    静岡県立沼津特別支援学校修了式 

       卒業・卒園お祝い会 

 

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 

１１月２０日 消防設備点検 

     

    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（１０／１８ ３／２８） 

    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 

実地監査   １０月２４日（水） 

    指導監査    １月１５日（火） 

    保健所監査   １月１７日（木） 

⑤工事・備品関係 

プール濾過フィルター交換  6 月（費用 220.500 円） 

女子トイレルーバー窓修理  6 月（費用 153.300 円） 

草刈り機購入        6 月（費用 35.910 円） 

冷暖房機器修理       7 月（費用 179.550 円） 

ファンコイル・リモコン修理 7 月（費用 17.829 円） 
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プール濾過フィルター交換  7 月（費用 220.500 円） 

    ステンドグラス修理     7 月 23 日～31 日（費用：沼津市負担） 

    園庭（藤棚撤去）      8 月（費用 142.275 円） 

    浄化槽工事         9 月 7 日～8 日（693,525 円） 

    冷暖房機器防錆剤投入    9 月（費用 20.265 円） 

    排煙装置工事        9 月 12 日～17 日（費用：沼津市負担） 

    冷暖房機器部品交換修繕   10 月（費用 45.087 円） 

女子棟ボイラー修繕      3 月（費用 12.075 円） 

男子棟ボイラー配管修繕    3 月（費用 83.000 円） 

浄化槽マンホール交換工事   3 月（費用 227.850 円） 

消防用設備取替修繕      3 月（費用 173.250 円） 

 

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 1,727 人  6,105,500 円 

（１０月～３月）  延人数 1,682 人  5,075,000 円 

・短期入所            

（４月～９月）   延人数 172 人  1,294,717 円 

（１０月～３月）  延人数 134 人   1,018,783 円 

・夏季プール利用（７月１日～９月１０日）延人数 966 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、その他） 

・音楽療法参加親子 

（４月～９月）     延人数 36 人 

（１０月～３月）  延人数 64 人 

・スポーツレクリエーション参加親子 

 （４月～９月）   延人数 50 人 

 （１０月～３月）  延人数 94 人 

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 

４／１７  ふれあい花クラブ 

６／ ６  時計商組合 

６／２８  不二聖心女子学院「みこころの祝日」奉仕作業 

１２／１４  不二聖心女子学院「みこころの祝日」奉仕作業 
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１２／１６  加藤学園片浜地区保護者 清掃ボランテア 

１２／１９  キノフーズさん（いちご鯛焼き奉仕） 

    ＜定期的なボランティア＞ 

不二聖心女学院沼津地区会（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 

立正佼成会青年婦人部（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  ４０人 

・保育、社会福祉援助技術実習 ３５人 

 

⑨事故報告 １０件 

 

６．いずみ事業報告 

 ①行事・出張・その他 

４／ ２    新規利用者２名利用開始（飯田さん・住田さん） 

        任命式  

  ２６    静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

５／ ８    静岡県通所更生施設長会（静岡） 

１０    全国日中活動実行委員会（名古屋） 

  １２    グループレク（カラオケ） 

２９    県福祉協会施設長主任者会議（静岡） 

６／ ４～５  全国施設長会議（東京）  

６    沼津時計商組合時計修理 

７    全国日中活動実行委員会（名古屋） 

１３    東部成人福祉施設長会（沼津キャッスル） 

  ２１    事業所説明会（静岡） 

  ２２    静岡県福祉協会大会（静岡） 

７／ ５    重心ネットワーク（静岡） 

５～６  東海地区職員研究協議会（岐阜） 

９    沼津特別支援学校 学校開放（沼特） 

１０    危険物取扱者研修 

１４    グループレク（芦ノ湖遊覧船・箱根園水族館） 

１９    福祉協会職員研修医療･カウンセリング講座（静岡） 
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２８    医療連携会議（静岡） 

８／ ２    福祉協会職員研修心理学講座（静岡） 

   ４    グループレク（みるくらんど） 

   ８    福祉協会職員研修心理学講座（静岡） 

   ９    福祉協会職員研修カウンセリング講座（静岡） 

10 福祉協会職員研修心理学講座（静岡） 

  １３～１５ 夏期休業  

９／６     福祉協会職員研修カウンセリング講座（静岡） 

８     三島市社会福祉協議会研修会 

  １０～１１ 日中活動支援施設長研修(幕張) 

２９～３０ 東海地区施設長研修（豊橋） 

  １０／９         静岡県施設連絡会研修 

     １１   重心日中活動支援協議会 

     １７   全国日中支援実行委員会 

     ２２   東部成人施設連絡会議 

  １１／９         日中活動支援部会 

    １３    安全運転管理者研修 

    ２０       全国大会打ち合わせ（名古屋） 

    ２１～２２ 児童発達支援員責任者研修 

     ３０         保健・医務部会研修（静岡） 

 １２／５          苦情処理研修会（三島） 

    ７     支援スタッフ会議（静岡） 

   １０～１１  全国大会（名古屋） 

   １７     重心ネットワーク会議 

  １／１７        県施設長研修（サンウエル沼津） 

３１    施設職員研修（太陽の丘研修センター） 

 ２／１５    県通所施設連絡会（静岡） 

 ３／１５    県愛護協会理事会（静岡） 

②安全対策 

・４／２－３  消防火災報知機点検  

・６／７  防災無線点検 

・７／13  １／1７ 厨房エレベーター点検 

・１１／9    消防立ち入り検査 

・避難訓練 月１回実施    

③保健衛生 

・ 毎月体重測定の実施 
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・ ７／１０ 害虫駆除  ２／１９ 害虫駆除 

・ ４／１６ ８／１５ 浄化槽 貯水槽点検の実施   

・ ５／３０  健康診断（三島共立病院）  

④監査等 

 ・ ５／１４ 監事監査 

・ １／１８ 県指導監査 

⑤工事、備品関係 

なし 

⑥地域活動支援事業 

・地域活動支援事業（見守り）利用回数 １２０回   

⑦活動グループ実績 

自主製品 272,300 円・アルミ缶 62,750 円       

                           計 335,050 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                      1 人 

     時計商組合                   ５人 

   ・１０／２６ 二弧コンサート       ４人 

・見学者・研修・調査 １４人 

   ・保育実習生 １人 

   ・学校実習 ４人 

   ・職場体験  ４人       

⑨事故報告 １３件 

 

７．ミルキーウェイ事業報告 

①行事、出張、その他 

４／２    歓迎会 

／５    社会福祉施設経営協議会東部施設連絡会 

５／８    静岡県知的障害者通所更生施設連絡会管理者会議 

 ／２９   施設長等・主任者等合同会議 日中活動支援部会（静岡） 

 ／３１   東部特別支援学校 学校公開 

６／１～７  グループレクリェーション(電車に乗る、御殿場アウトレット、 

樹空の森、箱根ロープウェイ、伊豆三津シーパラダイス、箱根 

遊覧船） 

／４～５  全国施設長等会議（東京） 

 ／７    沼津市福祉施設連絡協議会 
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 ／８    衛生管理講習会（三島） 

 ／１３   東部成人福祉施設長連絡会 

 ／２２   第４７回静岡県知的障害者福祉協会大会 

７／５～６  第５０回東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（岐阜)  

／７    平成２４年度重症心身障害児(者)対応看護従事者養成研修（静岡） 

 ／１３   静岡県通所施設等連絡会 職員研修Ⅰ（富士） 

 ／１６   第４９回重症心身障害児(者)を守る全国大会（千葉) 

 ／２８   重症心身障害児者医療連携研究会（静岡） 

８／７    重心ネットワーク会議（沼津市立病院) 

９／７    重度心身障害児(者)対応介護従事者養成研修（静岡) 

／８    三島市障害者施設等連絡協議会職員研修会 

／10～11  日中活動支援部会施設長研究会議（名古屋） 

／１９   重心ネットワーク会議（静岡） 

／27～28  東海地区施設長研究会議（静岡） 

   １０／４    保健医療部会(静岡) 

     ／９    静岡県通所施設連絡会 職員研修Ⅱ(浜北) 

     ／11～12  全国重症心身障害児(者)日中活動支援協議会(大阪) 

     ／２２   東部成人福祉施設連絡会施設長研修(沼津) 

     ／２３   重度心身障害児(者)対応介護従事者養成研修実習 

     ／24,31     重症心身障害児(者)ケアマネジメント従事者養成研修理論編(静岡) 

   １１／7,14,21   重症心身障害児(者)ケアマネジメント従事者養成研修実践編(静岡) 

     ／９～１０ 日中活動支援部会研究集会 

     ／14,21     重症心身障害児(者)ケアマネジメント従事者養成研修実践編(静岡) 

     ／１５   栄養部会(静岡) 

     ／１５   児童発達支援事業 秋の遠足(伊豆三津シーパラダイス） 

     ／21～22  児童発達支援管理責任者研修(静岡) 

１１／３０   保健・医療部会研究集会大会 

   １２／７    静岡県通所施設連絡会支援スタッフ会議 

／10～11  全国日中活動支援部会職員研修会(愛知) 

   １２／７    重心ネットワーク会議 

     ／２５   クリスマス会 

    １／１１   成人を祝う会 

     ／２４   歯科医師会 歯科検診 

    ２／９    重症心身障害児(者)医療連携研究会(静岡) 

     ／１５   通所施設連絡会管理者研修 

    ３／２１   障害者自立支援方事業者説明会 
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     ／２６   東部成人福祉施設連絡会施設長会 

②安全対策 

４／１９   馬淵建設 一年点検 

９／１４   火災報知機点検 

   １０／１１   ALSOK 定期点検 

３／１    貯水槽点検 

 ／１４   火災報知機点検 

    その他    避難訓練（月 1 回実施） 

③保健衛生 

    体重測定   月１回実施 

    害虫駆除   ７／６  厨房  

７／９  活動室 

    健康診断   ６月実施 

    嘱託医    ３ヶ月に一回 

④監査等 

    監事監査   ５／１４ 

    県実地指導  １２／２６ 

⑤工事・備品関係 

６／２６～２７   倒松撤去工事 

９／４～１２    厨房外壁工事   １，１６５，５００円 

⑥地域生活支援事業の利用状況 

・地域活動支援事業（見守り支援）      延人数  ５０人 

    ･ライフサポート事業（宿泊）        延人数  １６人 

⑦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 創作活動、 

    ふれあい体操、いちご体操、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、 

ミニプール、音楽活動 

⑧ボランティア・施設訪問・実習など 

    ・ボランティア  

     なし 

    ・施設訪問 ４８人  

    ・実習生 

      学生実習  １人 

      学校実習 ７人 
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⑨事故報告 ２件 

 

７－２．障害児通所支援事業（児童発達支援・放課後等デイサービス） 

 （１）児童発達支援 

      契約数  ９人   延人数 ２３６人 

（２）放課後等デイサービス 

      契約数  １３人  延人数 ２２０人  

うち学校下校後の迎え 延人数 ６５人 

（３）活動内容実績 

    公園等へ散歩、エアポリン、スヌーズレン、いちご体操、創作活動、機能訓練 

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、 

ミニプール 

 

８．ビーンズ事業報告 

①行事・出張・その他 

４／２７     静岡県知的障害者福祉協会第１回理事会（静岡） 

／２９     第１６回 里・ビーンズまつり 

５／ ８        静岡県通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

／２１    「うどんや 叶」様からうどんの招待（１班） 

／２５     ビーンズ保護者会総会 

／２９     静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議（静岡） 

６／4～5     全国知的障害者関係施設長等会議（東京） 

６／ ６     総合保護者会 

 ／ ７     沼津市福祉施設連絡協議会（ｻﾝｳｪﾙ沼津） 

 ／１０     沼津市育成会総会 

／１１     外食レク(中華①) 

／１３     東部成人福祉施設長連絡会 

外食レク(和食①) 

 ／１４     御殿場就労福祉施設「ステップワン」見学 

 ／22、23    心身障害児療育指導者講習会(１回目) 

 ／２５     「うどんや 叶」様からうどんの招待（２班） 

 ／２６     社会福祉施設経理基礎講座(静岡市)  

／２７     外食レク(中華②) 

／２９     外食レク(和食②) 

／３０     法人自主研修会（普通救命講習会Ⅱ） 

７／ ５     外食レク（洋食①） 



28 

 

／5、6     東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（高山市） 

／ ９     外食レク（和食③） 

／１１     外食レク（和食④) 

／１２     外食レク (洋食②) 

／１３     静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅰ（富士市） 

／１７     水耕栽培・障害者就労支援施設見学（浜松市） 

／１２     外食レク (和食⑤) 

／２３         「うどんや 叶」様からうどんの招待（３班） 

 ／23～28    三島手作り作品展示即売会「絆」出展 

 ／27、28    心身障害児療育指導者講習会(２回目) 

８／１１     音楽療法発表会(グランシップ) 

 ／24、25    心身障害児療育指導者講習会(３回目) 

９／ ６     エンゼルらんぷでの外食 １グループ目 

 ／１１     エンゼルらんぷでの外食 ２グループ目 

 ／１２     エンゼルらんぷでの外食 ３グループ目 

 ／１３     エンゼルらんぷでの外食 ４グループ目 

／１９     社会福祉法人 新会計基準経理研修会１回目（グランシップ） 

 ／２０     エンゼルらんぷでの外食 ５グループ目 

 ／２６     社会福祉法人 新会計基準経理研修会２回目（グランシップ） 

 ／27、28    東海地区施設長等職員研修会(静岡) 

10／１２     サービス管理責任者現任研修（１回目） 

 ／１６     サービス管理責任者現任研修（２回目）、社会福祉法人消費税実務講座 

 ／１９     サービス管理責任者現任研修（３回目） 

 ／２２     東部地区成人福祉施設長会議、グループレク（電車） 

 ／２５     グループレク（箱根） 

 ／２６     グループレク（ｸﾞﾘﾝﾊﾟ） 

 ／２９     グループレク（ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂﾚﾝﾀｰ） 

11／3、4     あしたか地区センター祭り 

 ／ ５     グループレク（パノラマパーク） 

 ／ ７     あしたか小学校との交流会 

 ／ ８     グループレク（日本平動物園） 

  ／9・10     静岡県知的障害者福祉協会 日中活動支援部会（焼津市） 

 ／１１     よさこい東海道 2012 

 ／１２     グループレク（カラオケ） 

／１６          社会福祉法人・労務管理研修会 

 ／２０     グループレク（ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂﾚﾝﾀｰ②） 
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／２３     育成会バザー 

 ／２８     グループレク（新東名） 

12／ １     障害者週間イベント 

／２８     イヤーエンドパーティー 

１／１４     育成会成人式 

／17.18     静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会（沼津） 

 ／２５     総合保護者会 

／26.27    「障害福祉サービス現場で働く人のためのスキルアップ研修」（東京） 

／30.31     沼津市福祉施設職員研究交流会 

／３１     エンゼルらんぷでの外食 １グループ目 

２／ ５     エンゼルらんぷでの外食 ２グループ目 

 ／ ７     エンゼルらんぷでの外食 ３グループ目 

 ／１３     エンゼルらんぷでの外食 ４グループ目 

 ／１４     エンゼルらんぷでの外食 ５グループ目 

／14.15       防火管理講習会 

  ／１５     静岡県通所施設連絡会管理者研修(静岡) 

３／ ２     法人研修会 

 ／１５     静岡県知的障害者福祉協会第２回理事会(静岡) 

／20～25    福祉ふれあい広場（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ） 

 ／２１     福祉事業者説明会(静岡) 

 ／２２     10周年記念式 

 ／２６     東部成人福祉施設長連絡会 

 

②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

７／７     定期電気検査 

９／４      総合防災訓練を里と合同で実施 

９／５      （株）Ｔ・Ｓ東部 消防設備点検 

２／１２    （株）Ｔ・Ｓ東部 消防設備点検 

その他      毎月避難訓練(地震・火災など) 

  

③保健・衛生 

・体重測定を毎月実施 

・検温を毎朝実施 

・健康診断実施 （８/28） 

・インフルエンザ予防注射接種(11/12) 
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④監査等 

・５／１４      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 

・８／２１    自動車税課税免除車両の実態調査（静岡県自動車税 税務課） 

⑤工事・備品関係 

・６／16、17    エアコン清掃               ３６６，４００円 

・７／14、15    扇風機設置工事              ２１４，２００円 

・８／２     掲示板強化ガラス工事           １５０，０００円 

・８／11～15    社会適応改装工事           １，７７４，５００円 

・12／11～15    厨房改装工事             ２，７７４，５００円 

⑥利用状況 

a. 生活介護事業 

                利用者          延べ人数 ５，１００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       ７６人  

⑦活動グループの実績 

  アルミ缶、自主製品、 受託作業等          合 計 １４８，３８０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、平井さん、綿貫さん              ３人 

 

・施設訪問者 

６／２８    東部特別支援学校１年生と保護者等                ３人 

７／１１     東部特別支援学校中等部３年生と保護者等             ５人 

10／１７    法人 苦情解決の第３者委員の研修及び視察              ３人  

10／３１    法人 理事・評議員施設見学 

11／ ６    法人 理事・評議員施設見学 

 

・実習 ４人 

・学生の実習 １人 

８／ 8～30   富士常葉大学 1名 保育士資格取得の為の実習   

⑨事故報告 ４件 

 

８．エンゼルらんぷ事業報告 

①行事、出張、その他 

４／２７     静岡県知的障害者福祉協会第１回理事会（静岡） 

／２９     第１６回 里・ビーンズまつりに出店・販売 
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５／ ８        静岡県通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

／１１     共同就労モデル事業会議(鈴木) 

／１５     エンゼルらんぷ保護者会総会 

／２２     沼津市役所地下売店「パイン」オープン、パンなど販売開始 

６／ ３     沼津のぞみの園まつりに出店・販売 

６／4～5     全国知的障害者関係施設長等会議（東京） 

６／ ６     総合保護者会 

 ／ ７     沼津市福祉施設連絡協議会（ｻﾝｳｪﾙ沼津） 

 ／１０     沼津市育成会総会 

／１３     東部成人福祉施設長連絡会 

 ／１４     御殿場就労福祉施設「ステップワン」見学 

 ／２６     社会福祉施設経理基礎講座(静岡市)  

／３０     法人自主研修会（普通救命講習会Ⅱ） 

７／5、6     東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（高山市） 

／１７     水耕栽培・障害者就労支援施設見学（浜松市） 

／２６     共同就労モデル会議 

８／ ２     静岡だいいちテレビの取材をうける 

／１２     静岡だいいちテレビ「しずおか歩き」で放映 

 ／16、17    グループレクリエーション 

９／１９     社会福祉法人 新会計基準経理研修会１回目（グランシップ） 

 ／２６     社会福祉法人 新会計基準経理研修会２回目（グランシップ） 

10／ ５     沼津市役所バザーに出店 

 ／１６     社会福祉法人消費税実務講座 

／２０     あしたか太陽の丘 祭りに出店、ぬまづ福祉 祭りに出店 

 ／２１     沼津工業団地協同組合 祭りに出店 

 ／２２     東部地区成人福祉施設長会議 

／25、26    静岡県知的障害者福祉協会 生産活動・就労支援部会研究集会（静岡市） 

11／3、4     あしたか地区センター祭り 

／１６          社会福祉法人・労務管理研修会 

／２３     育成会バザー 

12／  ２        障害者週間イベント、店舗開店 

／15～16    全国生産活動・就労支援部会職員研修会(恵那市) 

／１８     沼津特別支援学校バザー 

／２９     クリスマス会 

１／１４     育成会成人式 

／17.18     静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会（沼津） 
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 ／２４     沼津市役所 INバザール 

 ／２５     総合保護者会 

２／１５     通所施設連絡会管理者研修(静岡) 

３／ ２     法人研修会 

 ／１５     静岡県知的障害者福祉協会第２回理事会(静岡) 

 ／20～25    福祉ふれあい広場（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ） 

 ／２１     福祉事業者説明会(静岡) 

 ／２６     東部成人福祉施設長連絡会 

②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

９／４       総合防災訓練 

その他       毎月避難訓練(地震・火災など) 

③保健・衛生 

・細菌検査(検便)を定期実施 

・健康診断実施（8/21） 

・インフルエンザ予防注射接種(11/15) 

④監査等 

・５／１４ 監事監査 

⑤工事・備品関係（１０万円以上）     

・ラベルプリンター                   ２００，５００円 

・オーブン                     １，７００，０００円 

・ミキサー                     １，３１１，０００円 

・電気工事                       ３３０，１９０円 

・水道工事                       ３５０，０００円 

⑥利用状況 

 ・就労継続支援 B型事業               延べ人数 ５，１３２人 

⑦活動グループの実績 

  喫茶部門                      １，１８０，６６７円 

  パン関連                      ７，４６６，２３９円 

  クッキー                        ２０７，２４６円 

  受託製品関係                    ２，１０３，１９７円 

  自主製品ほか                       ６１，３３７円 

                      合  計   １１，０１８，６８６円 

⑧ボランティア、施設訪問者、実習など 

・ボランティア 古木さん、広川さん、池谷さん       ３名 
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・実習 ２人 

・学生の実習 ３人 

・施設訪問者 ３９人 

⑨事故報告 ３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：１，２４６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：２３０件（訪問・外来） 

発達障害者支援センター機能強化事業実績：９９２件 

 

１１．その他事業報告 

平成２４年度きぼう青年学級活動実績報告 

 開催日 内容 参加学級生

数 

参加職員数 ボランティ

ア 

1回 4/15（日） 開校式（ボーリング大会） 36人 3人  

2回 5/20（日） １日社会見学 34人 13人 2人 

3回 6/18（日） 七夕交流会 24人 2人  

4回 7月 1日（日） スポーツ教室 27人 3人  

5回 8/7（日） 映画 24人 2人  

6回 9/16（日） バーベ Q 34人 5人 4人 

7回 10/21（日） ハイキング 23人 3人 8人 
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8回 11/20（日） カラオケ 28人 1人  

9回 12/16（日） クリスマス会 27人 4人 2人 

10回 1/20（日） カルチャー 15人 2人 1人 

11回 2/17（日） 料理 22人 4人 2人 

12回 3/17（日） 閉校式（ハイキング） 22人 2人 2人 

  学級利用者数  平成 24年度 延べ３１６名（ 平成 23年度 ３２９名） 


