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１．法人本部事業報告 

①主な事業 

    ４／１    任命式、第１２５回理事会 

５／１３   監事監査 

５／２０   常任委員会 

５／２８   第５２回評議員会・第１２６回理事会 

    ７／１４   常任委員会、第５３回評議員会・第１２７回理事会 

    ９／１１   静岡県実地指導（沼津市立あしたか学園）  

９／２７   法人３０周年記念行事 お祝いの会 

１１／４   常任委員会 

１１／１０  第５４回評議員会・第１２８回理事会 

１２／１９  静岡県実地指導（沼津のぞみの園、いずみ） 

１／９    静岡県実地指導（のぞみの家） 

１／２０   沼津市指導監査 

１／２８   静岡県実地指導（ポンポコの家）  

２／５    静岡県実地指導（ミルキーウェイ）   

２／２８   法人職員研修（全体） 

３／９    常任委員会 

３／１６   第５５回評議員会・第１２９回理事会 

３／２７   第３者委員会 

＜その他＞ 

      理事・評議員選定委員会 ２回開催 

未来図創造委員会 ８回開催 

②職員採用・退職  

    採用 ３３人（正規職員 １４人、臨時・パート職員 １９人） 

    退職 ２１人（正規職員  ８人、臨時・パート職員 １３人） 

④慶弔関係 

・祝儀（職員）、香典（職員・利用者関係）育成会総会、元理事告別式等 

・勤続表彰 １０年勤続９人、３０年勤続１人 

・その他 告別式生花（職員・利用者関係） 

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 

４／１      任命式 

／１１    浄化槽検査 

／１５    避難訓練 

／２９    里・ビーンズまつり 

／２９～５／６ジョイウィーク 
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５／１０    保護者会総会 

 ／１４    防災訓練 

／１５    シャボン玉タイム 

      ／２３    静岡県知的障害者福祉協会施設長主任者会議（静岡） 

６月中     初夏のグループレク（１０グループ） 

６／３     衛生講習会 

 ／４     浜松学院大学実習懇談会（静岡） 

          ／９     福祉避難所研修 

／１２～１３ 全国施設長会議 

／１９    沼津市自立支援協議会運営部会 

／１９    シャボン玉タイム  

／２０    静岡県知的障害者福祉協会大会 

／２２    「富士山」世界遺産記念式典 

／２４    日本知的障害者福祉協会障害者支援施設部会 

      ７／１     地下オイルタンク清掃 

      ／２     避難訓練 

             自立支援協議会日中活動部会 

／１２    保護者会    

／１３    流しそうめん大会 

／１７    シャボン玉タイム 

       自立支援協議会運営部会 

／２５    自立支援協議会全体会 

／２４    法人救命講習 

／２９    自立支援協議会（地域） 

８／２      門池まつり 

／５      発達支援障害療育専門講座（静岡） 

／６      静岡県知的障害者福祉協会障害支援部会 

／１４     虐待防止研修 

／１７     虐待防止研修 

／２１     沼津市社会福祉大会 

／２７     虐待防止研修 

        食堂ワックスがけ 

／２９     静岡県知的障害者福祉協会医療看護講座（静岡）      

    ９／３～５    日本知的障害者福祉協会全国大会（青森）  

     ／５      総合防災訓練    

     ／１４     保護者会・ファミリーレク 

     ／１７～１９  グループ旅行（北海道） 

     ／１８～１９  東海地区知的障害者関係施設職員研修協議会（浜松） 

     ／１８     シャボン玉タイム 

     ／２２     個別外出旅行 
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     ／２７     輝望会法人 30 周年記念行事 

   １０／２       医務部会 

     ／２～３     個別旅行（東京ディズニーシー） 

     ／９      権利擁護部会 

     ／１０     強度行動障害研修（磐田） 

     ／１１     保護者会 

             愛鷹ボランティア会合 

     ／１４     日知協障害者支援施設部会研修事前打ち合わせ 

     ／１５     個別旅行（箱根日帰り旅行Ａグループ） 

     ／１６     シャボン玉タイム 

          消防立入検査 

     ／２２     苦情解決研修（三島） 

     ／２４     東部成人施設連絡会 

     ／２８～２９  全国障害者支援施設部会研修 

     ／３１     日知協人材育成部会 

   １１／１～２    愛鷹コミュニティーまつり 

     ／４～５    沼特実習生受け入れ 

     ／５      感染症講座 

             ダイワハウス清掃ボランティア 

     ／５～６    個別旅行（伊豆） 

             経営協議会全国大会（福島） 

     ／６      沼津市教職員初任者研修 

     ／８      保護者会 

             愛鷹ボランティア会合 

     ／１３     インフルエンザ予防接種 

     ／１９～２１  個別グループ旅行（九州） 

     ／２０～２１  個別グループ旅行（東京） 

     ／２３     育成会バザー 

     ／２６～２７  県知協障害者支援施設部会研究集会 

     ／２８     個別グループ日帰り旅行Ｂグループ（箱根） 

   １２／２      健康診断 

     ／４      自立支援協議会日中活動支援部会 

             医務部会 

     ／４～５    個別グループ旅行（蒲郡） 

     ／６      障害者週間イベント 

     ／８      県知協国体連絡会 

     ／１３     愛鷹ボランティア会合 

             保護者会 

     ／１６     県知協愛護ギャラリー表彰式 

     ／１８     シャボン玉タイム 
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             自立支援協議会運営部会 

     ／２３     イヤーエンドパーティー 

             保護者会 

     ／３１     自治会忘年会 

    １／７      給食会議 

     ／９      新年会 

     １５      自立支援協議会運営部会 

             シャボン玉タイム 

             防災訓練 

     １９      自立支援協議会拡大運営部会 

     ２０      市指導監査 

     ２１      愛護協会東海地区大会 

     ２２～２３   県知協施設長研修 

     ２６      自立支援協議会全体会 

     ２９～３０   障害者支援施設全国大会 

   ２／３   食品衛生監視専門班監視指導  

    ／５       駿東学園公開セミナー 

             沼津市福祉施設職員研修交流会 

    ／６       給食部会 

    ／１０      医務部会 

    ／１３      作業班グループレクリエーション 

             決算事務講座 

    ／１４      保護者会 

             愛鷹ボランティア会合 

    ／１８      日中活動支援部会 

    ／１９      県知協理事会 

    ／２０      フレッシュグループレクリエーション 

    ／２３      県知協東海地区会 

    ／２６      ｴﾋﾟﾍﾟﾝ講習会 

    ／２８      法人研修会 

   ３／２       県福祉指導課来所 

    ／３～４     日知協部会協議会（東京） 

    ／６       日知協人材育成委員会 

    ／７       愛鷹ボランティア交流会 

    ／１０      医務部会 

    ／１３      ひばりグループレクリエーション 

    ／１４      保護者会 

             愛鷹ボランティア会合 

    ／１８～２３   福祉ふれあい広場 

    ／２０      お花見 
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             静岡県サービス事業所説明会       

②安全対策 

９／５   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 

６／２６  害虫駆除（厨房） 

１２／２６ 害虫駆除（厨房） 

８／１６  害虫駆除（施設内） 

その他    嘱託医：嘱託医内科往診月１回、精神科往診月２回 

       細菌検査 

④監査等 

５／１３  監事監査 

１０／１６ 消防立入検査 

１／２０  市指導監査   

２／３   食品衛生監視専門班監視指導  

⑤工事・備品関係 

    ログハウステラス部分修理、全自動ガス乾燥機購入、プレイルームエアコン 4 台、 

    やまばと空調機修理、1 階居室電気復旧工事、ＡＥＤ購入 

⑥地域支援事業利用状況 

・地域活動支援事業（見守り、活動支援）延人数１３６人 １，８０８，７４５円 

  ・短期入所           延人数１，６９７人 １３，７５９，７２３円 

 

⑦作業収入の実績 

ＳＡＫ・自主製品・缶つぶし等  計  ３０８，６８０円 

 

⑧ボランティア、施設訪問、実習等 

・ ボランティア 

   里まつり、流しそうめん大会、サマーショートボランティア、あしたかコミ 

ュニティーまつり、障害者週間イベント、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 

・ 施設実習 ２８人、利用事前実習 ２人 

⑨事故報告 ２９件 

 

 

 

 

 

 



6 

 

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 

７      沢田小学校入学式       

   １４      監事監査研修（静岡） 

   １８      福祉避難所関係施設連絡会議 

   ２４      沼津市障害者自立支援協議会拡大運営部会 

 ２８      静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡） 

 ５／ ９      通所施設連絡会施設長会議（静岡） 

   １５      通所施設連絡会スタッフ会議、自立支援協議会 

   ２３      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      第３０回 のぞみまつり 

３      給食施設衛生・栄養管理講習会 

９      沼津市福祉施設連絡協議会施設長会議（サンウェル沼津） 

   １１      東部成人福祉施設長連絡会 

   １１～１３   障害者施設職員研修会（新人・職員研修・東京） 

   １２～１３   全国知的障害関係施設長会議 （東京） 

   １３      健康診断 

  ６月中      グループ別エンゼルらんぷへティータイム外出 

   ２０      静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

   １９～７／７  沼津仲見世商店街七夕祭り参加 

７／２～３     相談支援従事者初任者研修（静岡） 

  ２       県知協 心理学療法講座（静岡） 

  ２       沼津市自立支援協議会 日中活動専門部会 

  ３       安全管理者研修 

  ３～４     東海地区知的障害者関係施設長等研究協議会（高山市） 

  ４       県知協 医療・看護講座（静岡） 

  ８       静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅰ （牧ノ原市） 

  ９       県知協 心理学講座（静岡） 

  １６      県知協 心理学講座（静岡） 

  ２２～２３   中堅職員研修Ⅱ（三島） 

  ２４      沼津市自立支援協議会拡大運営部会 

  ２４～２５   夏の合宿 

  ２５      沼津市自立支援協議会  居宅部会 

  ２５      相談支援従事者初任者研修（静岡） 

  ３１      相談支援従事者初任者研修（静岡） 

８/ ５       沼津特別支援学校職員研修 

  ７       小学生福祉体験（20 名） 

  １２      沼津城北高校生実習 

  ２１      国際交流フェア打ち合わせ       
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  ２９      県知協 医療看護講座（静岡） 

９／ １      総合防災訓練 

   ３～５    全国知的障害者福祉関係職員研究大会（青森） 

   ４      沼津市自立支援協議会 日中活動専門部会 

９月中      グループレクレーション 

    ８～９    施設長など運営管理職員研修Ⅰ（静岡） 

    ９      沼津特別支援学校見学 

   １１      沼津市自立支援協議会 居宅支援部会（園） 

   １２      沼津市役所インターンシップ（2 名） 

   １６      相談支援従事者初任者研修（静岡） 

１８～１９   東海地区知的障害者関係施設職員研究協議会（浜松）       

１９      福祉まつり実行委員会 

２６      オレンジマラソン実行委員会 

２７      法人 30 周年行事 

１０月中     グループレクレーション 

  ８      通所施設連絡会スタッフ会議 

１０      磐田学園強度行動障害研修会 

１４      ウイルス感染予防のための研修会 

   １６      オレンジマラソン実行委員会 

  ２４      東部成人福祉施設長研修会 

  ２５      チャリティバザー（サンウェル沼津） 

  ２８      静岡県強度行動障害支援者研修（静岡） 

  ３１      静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅱ（掛川） 

１１／１，２    金岡コミュニティまつり 

   ３      沼津福祉まつり 

  １３～１４   ３０周年記念日帰り・一泊旅行（伊豆方面） 

  ２３      手をつなぐ会育成会バザー・国際交流フェア 

  ２５、２８   サービス管理責任者講習 

  ２６      県知協地域支援部会研修会 

  ２７      沢田小学校交流会 

  ２８      インフルエンザ予防接種 

１２／４      自立支援協議会 日中支援部会 

   ５      通所施設連絡会スタッフ会議 

   ６      障害者週間イベント 

   ９      災害時要援護者シンポジウム 

  １４      沼津市障害者週間「市民の集い」 

  １６～２０   県知協愛護ギャラリー 

  ２０      クリスマス会 

１／１２      育成会成人式 

  １３      沼津市自立支援協議会 居宅支援部会 
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  １５      新成人を祝う会・餅つき大会  

  １６      市民の集い反省会 

  １９      沼津市自立支援協議会拡大運営委員会 

  ２２      県知協施設研修 

  ２６      沼津市自立支援協議会全体会 

２／５       沼津市福祉施設職員交流会 

          駿東学園セミナー 

  ６       こうさい療育セミナー（弘済学園） 

  １３      地域福祉講演会「罪を犯した高齢者、障害者の行方」 

           決算事務講座 

  ２０      通所施設連絡会施設長会議 

  ２２      発達障害支援実践会 

  ２６      てんかん専門職セミナー 

３／５       沼津市自立支援協議会 居宅支援部会 

  １３      県知協理事会 

  １８      ヨーカ堂ふれあい広場 

  ２０      県事業者説明会 

 

② 安全対策 

   ７／３     安全運転管理者講習会 

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 

   ６／１３   健康診断 

   ７／２２   害虫駆除（施設内・厨房） 

   その他    嘱託医（偶数月来所） 

          毎日の検温。毎月、体重測定実施。 

          職員、細菌検査実施。 

④ 監査等 

    ５／１３  監事監査 

    ６／１９  消防立入検査 

   １２／１９  県実地指導 

    １／２０  市指導監査 

 ２／１０  食品衛生監視専門班監視指導 

 

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） 

キャラバン購入、ローズガーデン施工、屋外天幕購入、四方幕、クイックテン 

ト購入、汚泥引抜清掃、ＬＥＤ照明付け替え工事、トイレ修繕・改装工事、         

    樹木伐採、ステップワゴン購入、ＡＥＤ購入   
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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 ７０３人（内児童１５人） 

                     計  ３,７２５,７００円 

 

⑦  作業収入の実績 

   アルミ缶（つつみ）・自主製品・パイン・バザーなど           

 計 ５２５，６３２円 

⑧ ボランティア、施設訪問、実習生等 

  ・ボランティア 

 西沢田自治会様、のぞみまつり、金岡民生委員・児童委員様、富士常葉 

大生ボランティア、夏の合宿ボランティア、サマーショートボランティア、 

沼津城北高校生、散歩・水泳活動などのボランティア様  

    ・施設訪問 

川根本町社会福祉協議会様、沼津特別支援学校教職員、沼津特別支援学校 

高等部２年生  

  ・施設実習 ３人、利用事前実習６人 、小学生福祉体験  ２０人    

⑨ 事故報告 １７件   

 

４．のぞみの家事業報告 

①行事・出張・その他 

    ４／ ５     ドラゴンゲートプロレス観戦招待（７人） 

  ２９     里・ビーンズまつり参加(１７人) 

５／ ６     ＧＷ外出（１８人、酪農王国オラッチェ、バーべキュー） 

  ２３     会社訪問（一般就労の方） 

６／ １     のぞみまつり参加 

      ２２     ひまわり号参加（３人、江戸東京博物館） 

      ２５     西沢田敬老会 招待(３人) 

    ７／２３     GH 立て替え概要ヒヤリング 県庁 

      ２９     自立支援協議会地域移行部会 

８／ ６     会社訪問（一般就労している利用者） 

  １４     GH 夏のレクレーション 買い物・映画・カラオケ（１７人） 

         一泊旅行（２人 箱根方面） 

  １９     GH 立て替え コラボ・ホープ現地調査 （県職員 ５名） 

  ２５     平成２６年度 権利擁護・成年後見セミナー（基礎編） 

９／２１     社会人サッカー教室見学（１名） 

  ２１     ドラゴンゲートプロレス観戦招待（８人 キラメッセ沼津） 

  ２４     平成２６年度 権利擁護・成年後見セミナー（応用編） 

  ２７     法人３０周年記念イベント 

１５     プロレスリングノア試合観戦（１人、ふじさんメッセ） 
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      ２１     参議院議員選挙投票 

         きぼう青年学級 カルチャー参加（１人） 

  ２９     沼津特別支援学校納涼祭参加（１人） 

      ２２     ドラゴンゲートプロレス観戦（４人、キラメッセぬまづ） 

      ２３     沼津市立あしたか学園こども祭り参加（１人） 

   １０／６～１５   GH 女性利用者 市の健診（６人 聖隷沼津健診センター） 

      １９     社会人サッカー教室参加（１人） 

      ２５     悠雲寮お祭り （２人） 

   １１／１      さつき学園まつり （２人） 

       ４     自立支援協議会地域移行部会  

       ９     ひまわり号参加（３人 浜松方面） 

      １３     サテライト型 GH 契約（１人） 

      １４～１５  のぞみの園一泊旅行 （9 人） 

      １６     社会人サッカー教室参加（1 人） 

      ２８     インフルエンザ予防接種 

      ２９     サテライト型 GH 引越し（1 人） 

   １２／２０     のぞみの園クリスマス会参加 

      ２５     GH 立て替え基本設計審査会（県庁） 

    １／ ９     県実地指導 

      １８     GH 新年会 （カラオケ大会 20 人参加） 

      ２７     自立支援協議会地域移行部会 

    ２／２２     J リーグプレシーズンマッチ観戦（3 人 あしたか競技場） 

    ３／ ７～８   GH10 周年記念イベント 1 泊旅行（２２人参加 伊豆高原） 

      

②安全対策 

  総合防災訓練 実施なし 

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（精神科、内科、歯科等） 

  各種検診の受診（市の健診） 

④監査等 

  ５／１３  監事監査 

  １／９   県実施指導 

１／２０  市指導監査   

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） 

サテライト型住居賃貸契約金  

⑥地域支援事業利用状況 

  実施なし 

⑦作業収入の実績 
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  実施なし 

⑧ボランティア、施設訪問、実習等 

   ・施設訪問  富士和光学園 

⑨事故報告 ９件 

 

 

５．沼津市立あしたか学園事業報告 

①  行事・出張・その他 

４／７    今沢小、中学校 始業式・入学式 

     ／８    沼津特別支援学校・始業式・入学式 

       ／１９   今沢小学校授業参観・ＰＴＡ総会 

     ／２２   今沢小学校家庭訪問 

／２３   今沢中学校家庭訪問 

／２８   園内理容     

今沢中学校授業参観・ＰＴＡ総会 

     ／２９   「のぞみの里・ビーンズまつり」に参加 

    ５／２    防災設備点検 

           今沢小学校家庭訪問 

           今沢中学校家庭訪問 

     ／３～６  児童福祉週間個別外出 

     ／１０   沼津特別支援学校授業参観・ＰＴＡ総会 

           愛鷹地区ボラ運営会 

     ／１２   沼津特別支援学校生代休レクリエーション「新江の島水族館」 

     ／１７   地域支援「音楽療法」 

           あしたか学園保護者会 

     ／１９   園内理容 

           東部児童福祉施設長連絡会 

     ／２０～２２ 今沢中学校 自然教室 

     ／２１   第 1 回沼津市障害者自立支援協議会 

     ／２３   平成 2６年度施設長・主任者合同会議 

     ／３１   地域支援「スポレク」 

            今沢小学校 運動会 

    ６／１    「のぞみの園まつり」に参加 

／３    今沢小学校代休レクリエーション「伊豆の国市リバーサイド公園」 

      研修：衛生・栄養管理講習会 

／３～５  今沢中学校 修学旅行 

／６    沼津市定例モニタリング 

           今沢中学校３年生代休レクリエーション「西友買い物おやつ作り」 

               今沢小学校 給食試食会 

／７    沼津特別支援学校 運動会 
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／９    沼津市福祉施設連絡協議会 

沼津特別支援学校生代休レクリエーション「オラッチェ」 

／１２～２５ 沼津特別支援学校高等部３年生 現場実習       

／１４    地域支援「音楽活動」 

／１２    空調冷暖切り替え 

／１３～２６ 沼津特別支援学校高等部３年生 現場実習 

／２３    園内理容 

           プール・貯水槽清掃 

           研修：暴力防止研修会 

／２５    富士常葉大学実習連絡会 

／２６    愛鷹中学校評議員会 

      ２６～２７ 沼津特別支援学校高等部 1 年生 高原教室 

／２７    あしたか学園環境美化 床清掃 

／２８    地域支援「スポレク」 

／２９    個別外出レクリエーション「富士山こどもの国」 

    ７／１     プール開き 

            研修：市町職員等研修会 

     ／２     内部研修：普通救命救急講座 

            第２回沼津市障害者自立支援協議会 

     ／２～１５  沼津特別支援学校 高等部 2 年生 現場実習 

     ／３     貯水槽清掃 

            安全運転管理者講習会 

     ／３～４   東海地区知的障害関係施設長等研究協議会 

     ／５     地域支援「音楽療法」 

     ／８     研修：性教育講座      

     ／９     第 1 回処遇検討会 

     ／１２    愛鷹地区ボラ運営会 

            外出レクリエーション「ミルクランド」 

     ／１３    外出レクリエーション「富士宮市周遊」 

     ／１４    園内理容 

     ／１５    外出レクリエーション キラメッセ沼津 サーカス 

     ／１７    公開福祉講演会 

第 2 回処遇検討会 

            研修：接遇・マナー講座（指導者養成編） 

     ／１８    今沢中学校教育相談 

            第 3 回処遇検討会 

     ／２０    今沢コミュ祭り参加 

     ／２３    今沢小、中学校・終業式 

     ／２４    沼津特別支援学校・終業式 

            研修：栄養士研修会 



13 

 

     ／２５    沼津特別支援学校 ＰＴＡ共催納涼祭 

     ／２８    研修：自閉症支援トレーニングセミナー 

     ／３０    学園内おやつ作り        

    ８／２     ジャズバンド演奏会（あしたか学園にて） 

     ／５     研修：三島市発達障害療育支援専門講座  

     ／６     学園内おやつ作り 

     ／８     こども自治会「昼食作り（カレー）体験」 

     ／１０    研修：発達障害講座 

     ／１３    学園内おやつ作り 

     ／１５    外出レクリエーション「サッカー観戦」 

     ／１６    園庭の草取り（こども祭りに向けて） 

     ／１７    こども自治会「肝試し大会」     

／１９    研修：リスクマネジメント研修会 

／２０    学園内おやつ作り 

     ／２１～２２ 研修：三島市トレーニングセミナー   

     ／２３    第６回こども祭り 

     ／２６    社団中国料理協会 奉仕昼食 

     ／２７    今沢小、中学校・始業式 

            学園内おやつ作り 

     ／２９    沼津市定例モニタリング 

     ／３１    プール終了 

    ９／１     沼津特別支援学校 始業式 

     ／２     第 14 回静岡県地域療育講演会 

            沼津特別支援学校防災訓練 

     ／３     第 3 回沼津市障害者自立支援協議会 

     ／４     平成 26 年度第 1 回静岡県就学指導委員会 

     ／５     学園内停電検査 

     ／６     地域支援「音楽療法」 

     ／１１    実地指導      

     ／１３    愛鷹地区ボラ運営会 

地域支援「スポレク」 

     ／１６    東部地区児童福祉施設長連絡会 

            今沢健やか会 

     ／１７    プール終了点検 

            個別外出レクリエーション 

     ／１８～１９ 第 5２回東海地区知的障害者関係施設職員研究協議会 

     ／２０    個別外出レクリエーション「富士サファリパーク」 

     ／２２    園内理容 

     ／２３～２５ 今沢小学校自然教室 

     ／２５    研修：家族再統合実践研修会 
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            研修：調理技術研修会 

     ／２７    今沢中学校 あしはら祭「文化の部」 

     ／２８    今沢中学校 あしはら祭「体育の部」 

            研修：発達障害児性教育講座 

     ／２９    今沢中学校代休外出レクリエーション「富士山こどもの国」 

     ／３０    研修：市町児童相談担当職員研修会 

   １０／１～３   沼津特別支援学校 高等部 2 年 高原教室 

     ／２～３   沼津特別支援学校 小学部 5 年 校内宿泊 

     ／３     あしたか学園環境美化床清掃 

            研修：児相研修会（静岡にて） 

            今沢小学校校外学習 

     ／４     今沢親子トークマラソン 

     ／５     こども自治会「月見団子つくり」 

     ／６     研修：児童発達支援部会研究集会 

     ／６～１７  沼津特別支援学校 高等部 3 年 現場実習 

     ／７     不二聖心女子学園沼津地区園内清掃 

     ／９     研修：内部研修会（愛着障害とは）児相との共催 

     ／９～１０  沼津特別支援学校 小学部 6 年 修学旅行 

     ／１０    研修：磐田学園強度行動障害研修会 

     ／１１    地域支援「音楽療法」 

            愛鷹地区ボラ運営会 

     ／１２    立正佼成会青年婦人部園内清掃 

     ／１４    今沢健やか会 

            今沢中連絡会 

     ／１５    研修：市町職員研修会 

     ／１６    沼津特別支援学校 小学部 4 年 校内宿泊 

     ／１６～１７ 今沢小学校 6 年 修学旅行 

     ／１７    愛鷹中学校地区懇談会 

     ／１８    地域支援「スポレク」 

     ／２２    研修：苦情解決研修 

            法人勉強会 

     ／２２～２４ 沼津特別支援学校 中等部３年 修学旅行 

     ／２４    今沢中学校育成遠足 

     ／２５    個別外出レクリエーション 

     ／２７    園内理容 

     ／３１    今沢小学校遠足 

   １１／１     沼津特別支援学校 小学部 学習発表会 

            愛鷹地区コミ祭り 

     ／２     今沢地区コミ祭り 

     ／４     沼津特別支援学校小学校 外出レクリエーション 
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            今沢中学校 巡回教育相談・入所児童事例検討会 

     ／５     研修：感染症食中毒予防講座 

            第４回沼津市自立支援協議会 

     ／５～１７  沼津特別支援学校 高等部 2 年 現場実習 

     ／６     ケース検討会（講師宮田氏来所） 

            沼津特別支援学校連絡会 

     ／６～７   全国児童発達支援協議会（名古屋） 

            防災設備点検 

     ／８     愛鷹地区ボラ運営会 

            あしたか学園保護者会 

     ／１３    防災無線点検  

            県立富士見学園 入所面談 

            沼津市育成合同運動会 

     ／１４    冷暖房切り替え 

            沼津特別支援学校 小学部 マラソン大会 

            沼津特別支援学校 高等部 3 年 沼工交流会 

            今沢小中 代休外出レクリエーション 

     ／１５    沼津特別支援学校 中学部 学習発表会 

     ／１７    東部児童福祉施設長連絡会 

            沼津市就学指導面談 

            沼津特別支援学校 中学部外出レクリエーション 

     ／１８    今沢地区民生委員園内清掃 

     ／２０    沼津特別支援学校 小学部 5 年 校外学習 

     ／２１    今沢小学校 あしのこ祭り 

     ／２６    研修：自閉症コンサルテーション 

     ／２６～２９ 沼津特別支援学校 高等部 3 年 修学旅行 

   １２／１     沼津特別支援学校 高等部 3 年 代休レクリエーション 

     ／１～５   今沢中学校職場体験実習 

     ／４     今沢小学校連絡会 

            県就学支援委員会 

     ／５     あしたか学園業者清掃 

            研修：虐待と子育て困難 

            沼津特別支援学校 中学部 校外学習 

     ／６     地域療育「スポレク」 

     ／７     立正佼成会園内清掃 

            研修：音楽療法研究講演会 

     ／８     競輪選手とのもちつき大会 

     ／９     研修：県児童発達支援部会 

     ／１０    沼津特別支援学校 高等部 もくせい杯（サッカー大会） 

            不二聖心女子学院園内清掃 
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     ／１１    研修：性教育講演会  

     ／１２    沼津特別支援学校 ＰＴＡバザー 

            沼津特別支援学校 高等部 2 年 飛龍高校交流会 

     ／１３    地域支援「音楽療法」 

            愛鷹地区ボラ運営会 

     ／１４    加藤学園保護者・高校生との地域清掃 

     ／１５    園内理容 

     ／１６    今沢健やか会 

            赤十字奉仕団歳末訪問 

            今沢中学校教育相談・事例検討会 

     ／１８    沼津市定例モニタリング 

     ／１９    沼津特別支援学校終業式 

     ／２０    学園クリスマス会 

     ／２２    研修：自閉症コンサルテーション 

            今沢小学校・今沢中学校終業式 

     ／２３    富士通吹奏楽チャリチィーコンサート観覧 

    １／６     沼津特別支援学校・今沢小学校・今沢中学校 

            始業式 

     ／７     沼津特別支援学校連絡会 

            第 5 回沼津市自立支援協議会 

            入所児童移行支援会議  

     ／８     内部研修会（講師宮田氏来所） 

     ／１１    今沢地区どんど焼大会 

     ／１３    県立吉原林間学校施設見学 

     ／１４    法人勉強会 

     ／１６    研修：市町職員研修会 

     ／１７    愛鷹地区ボラ運営会 

            地域支援「スポレク」 

     ／１９    園内理容 

     ／２０    東部地区施設長連絡会 

／２１    研修：県知協 栄養部会研修会 

／２２～２３ 研修：施設長等研修会 

                 沼津特別支援学校小学部４年 校外学習 

                 沼津特別支援学校 高等部１年 沼津西高交流会 

／２４    ヒップホップダンス講座 参加 

       星を見る会 参加 

       沼津特別支援学校 高等部 学習発表会 

／２５    児童個別外出レクリエーション 

／２６    沼津特別支援学校 代休レリエーション（昼食外出） 

／２８    研修：自閉症と構造化について 
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    ２／２     入所児童進路調整会議 

     ／３     あしたか学園環境美化 床清掃 

            沼津特別支援学校連絡会 

     ／５     研修：沼津市福祉職員交流会 

     ／７     沼津特別支援学校 サッカー部 時之栖杯 出場 

            地域支援「音楽療法」 

     ／９     入所児童ケース検討会 

     ／１１    あしたか太陽の丘 あまぎ学園入所オリエンテーション 

     ／１２    内科検診 

            沼津特別支援学校代休外出レクリエーション 

            沼津特別支援学校入学選考会 

     ／１３    研修：メンタルヘルス研修  

            研修：自閉症コンサルテーション 

            研修：法人決算実務講座 

            今沢健やか会 

     ／１４    愛鷹地区ボラ運営会 

     ／１６    園内理容 

     ／１７    研修：こども支援セミナー（思春期について） 

            沼津市立図書館児童書受取 

     ／１９    主任児童委員 施設見学 

            沼津特別支援学校 中学部 作業発表会 

            沼津特別支援学校 高等部３年 ビジネスマナー講座 

     ／２０    沼津特別支援学校 中学部 作業発表会 

     ／２１    学園保護者会 

            沼津特別支援学校 中学部 作業発表会 

     ／２２    Ｊリーグ・サッカー観戦（愛鷹広域公園グランド） 

     ／２４    今沢中学校連絡会・入所児童進路調整会 

     ／２７    今沢中学校 学習発表会 

     ／２８    法人全体研修会 

    ３／４     第 6 回沼津市自立支援協議会 

            沼津特別支援学校連絡会 

     ／７     愛鷹地区ボラ運営会 

     ／８     立正佼成会園内清掃 

     ／１０    東部児童福祉施設長連絡会 

            今沢中学校お別れ遠足 

     ／１１    沼津特別支援学校 卒業式 

     ／１２    沼津特別支援学校 小学部４年 校外学習 

     ／１５    狩野川リレーマラソン参加（高等部児童参加） 

     ／１６    研修：災害過程アセスメント研修 

            入所児童移行支援会議 
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     ／１７    今沢民生委員園内清掃 

            入所児童移行支援会議 

     ／１８    今沢中学校 卒業式 

            入所児童移行支援会議 

     ／１９    歯科検診 

            沼津特別支援学校 小学部・中学部卒業式 

            今沢中学校 卒業式 

     ／２０    沼津特別支援学校 修了式 

            今沢小学校 卒業式 

            今沢中学校 修了式 

     ／２６    沼津特別支援学校 離任式 

     ／３０    今沢小学校 離任式 

②  安全対策 

防災訓練（火災と地震を想定し、月１回）実施 

各種設備業者による定期検査 

９／６  消防設備点検 

    ③ 保健衛生 

内科検診   月１回（第２木曜日） 

    歯科検診   年２回（１０月・３月） 

    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    

５／１３    監事監査 

９／１１   県実地指導   

    １／２０   市指導監査       

２／３    食品衛生監視専門班監視指導  

 

 

⑤  工事・備品関係 

 2 階会議室研修宿泊室空調機修繕工事、吸収式冷温水機二次側冷温水ポン

プ交換修繕工事、吸収式冷温水防錆剤投入工事、ＤＺサムターン錠居室取

り付け工事、吸収式冷温水機水処理剤投入工事、男子居室棟・２階アリー

ナ 男子トイレ洗浄センサー取り付け工事、管理棟２階アリーナ雨漏り修

繕工事、管理棟教材室個別空調機設置 

 

⑥ 地域活支援事業利用状況 

・地域活動支援事業（日中見守り） ８４人 

・短期入所   １６８人         

・夏季プール利用 ４４６人  

・音楽療法参加親子  １７１人 
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・スポーツレクリエーション参加親子 １７２人 

⑦ 作業収入の実績 

  なし 

⑧ ボランティア、施設訪問、実習等 

・ボランティア 

今沢地区民生児童委員様、立正佼成会様、フジクラ労働組合様、不二聖心 

女子学院様、愛鷹地区ボラ運営会様、愛鷹地区社協ほほえみの会、 不二 

聖心父母会様、社団中国料理協会様、競輪選手とのもちつき大会、加藤 

学園保護者会様、赤十字奉仕団歳末訪問、秋田理容院、山崎洋子講師他、  

榊原直子講師他  

・施設訪問 

          沼津市市議会議員（新政会）管内視察、沼津市立大岡小学校、東部特別 

支援学校伊東分校教員、沼津市民生委員児童委員  

・施設実習 ２４人 

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    任命式 

  １８    沼津市福祉避難所研修 

  ２３    沼津市自立支援協議会 日中活動支援部会（サンウェル沼津） 

  ２８    静岡県知的障害者福祉協会理事会（静岡市） 

５／ ９    平成 26 年度通所施設連絡会（静岡市） 

  １６    保護者会総会（いずみ食堂にて） 

１８    沼津市手をつなぐ育成会総会（サンウェル沼津） 

  ２３    平成 26 年度 県知協施設長等・主任者等合同会議（静岡市） 

  ２８    法人理事会 

６／ ４    健康診断 

９    沼津市福祉施設連絡協議会 施設長会議（サンウェル沼津） 

  １１    東部成人福祉施設長連絡会（静岡市） 

  １２～１３ 全国知的障害者関係施設長等会議（東京都） 

  １７    いずみ外構改修工事入札 

  ２０    第 49 回静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡県） 

  ２５    法人自主勉強会 

  ２７    目的別レク（虹Ｇ：淡島マリンパーク）  

７／ １    こころみファーム開所式 

   ３～４  東海地区知的障害関係施設長等研究協議会（高山市） 

   ８    平成 26 年度静岡県通所施設連絡会職員研修１（牧之原市） 

  １４    目的別レク（富士マリンプール） 

法人理事会 
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        ケース調整会議（清水町職員・柿田川相談支援センター） 

  １６    目的別レク（修善寺 虹の郷①） 

  １７      〃  （   〃   ②） 

  ２６    法人勉強会（救急救命講習） 

  ３０    安全運転管理者講習(清水町)   

８／１４、１９、２６ 虐待防止法研修（静岡市） 

  １３～１５ 夏期休業 

９／ ４    自立支援協議会（サンウェル沼津） 

   ８、９  Ｈ26 年度施設長等運営管理職員研修（静岡市） 

  １２    グループ別レクリエーション （サイクルスポーツセンター） 

  １６、１７ 第 9 回日中活動支援部会施設長等研究会（千葉県） 

  １８、１９ 東海地区知的障害者関係施設職員研究協議会（浜松市） 

  １８    保護者会 

  ２７    法人３０周年お祝い会（キラメッセ） 

１０／ ９、１０ 防火管理者研修 

１０／１０     強度行動障害研修（磐田市） 

／１１    日帰り旅行（日本平動物園・県立美術館） 

／１６    防災研修（韮山時代劇場） 

／１９    みはらしフェスティバル（三島市） 

／２４    東部成人施設長連絡会（サンウェル沼津） 

／２９    目的地別レク（映画鑑賞） 

／３１    H26 年度 静岡県通所施設連絡会 職員研修２（掛川市） 

１１／ ５    感染症・食中毒感染予防講座（三島市） 

  ／ ６    防災無線機 点検 

  ／１４・１５ Ｈ26 年度静岡県知的障害者福祉協会 日中活動支援部会研究会 

（サンウェルぬまづ） 

１２／ ４    沼津市自立支援協議会 Ｈ２６年度第４回「日中活動」専門部会 

／ ５    平成 26 年度静岡県通所施設連絡会スタッフ会議（静岡市） 

  ／ ９    Ｈ26 年度災害時要支援者支援シンポジウム（グランシップ） 

  ／１２    外出レク（電車と富士川樂座） 

  ／１５    愛護ギャラリー審査会の手伝い（グランシップ） 

  ／１９    静岡県 実地指導（午後） 

  ／２５    クリスマス会（施設内にて） 

 １／ ５    初詣 三島大社（月グループ） 

 １／ ７    新年のつどい（施設内にて） 

  ／ ９・１４ 初詣 日枝神社（星グループ） 

  ／１３    初詣 広瀬神社（虹グループ） 

  ／２２～２３ 県知協 Ｈ26 年度施設長等研修会（静岡市） 

  ／２４    新年会＆10 周年記念パーティー 

 ２／ ３    節分・豆まき（施設内） 
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  ／ ５    Ｈ26 年度福祉施設職員研修交流会（サンウェルぬまづ） 

 ／１０    Ｈ26 年度静岡県福祉サービス第 3 者評価事業啓発研修会 

（静岡市あざれあ） 

   ／１３    目的地別レク（ボウリング） 

   ／２０    Ｈ26 年度通所施設等連絡会施設長会議（静岡市） 

   ／２５    目的地別レク（カラオケ＆沼津港で昼食） 

  ３／ ３    目的地別レク（温泉） 

   ／ ６    外出レク  （深海水族館＆びゅうお：星グループ） 

 

○2  安全対策 

・ ４／ ５ ７／２４  貯水槽点検（東洋技研） 

・ ４／２５  消防火災報知機点検  

・ ４／７、７／１６、１０／３  厨房エレベーター点検 

・ ７／３１  ガス器具点検（厨房） 

・ ８／１３  浄化槽点検（汚泥調整・引抜き） 

・ １０／ ３ 浄化槽点検（東洋技研） 

・ １０／１６ 消防用設備等点検（総警ビルサービス株式会社） 

・ １１／１７ 消防署立ち入り検査 

・  １／１４ 厨房エレベーター点検 

・避難訓練 月１回実施    

○3  保健衛生 

・ 毎月体重測定の実施 

・ ７／３０ １／１９ 害虫駆除  

・ ６／ ４ 健康診断（三島共立病院） 

○4  監査等 

  ５／１３  監事監査 

  １２／１９ 県実地指導 

  １／２０  市指導監査 

○5  工事、備品関係  

公用車（ハイエース）購入、外構改修工事、駐車場整備、女性トイレ水漏れ修繕 

工事、外灯交換工事、２階エアコン修理、公用車購入買換え、公用車購入買換え、    

○6  地域支援事業利用状況 

・地域活動支援事業（見守り）延人数 112 人   

○7  活動グループ実績 

自主製品 189.658 円・アルミ缶 74.100 円・紙納品 7.905 円      

                           計 271.663 円 

⑧ ボランティア、施設訪問、実習等 

・ボランティア 保護者様                                        

   ・施設実習 １人、利用事前実習 ６人 

⑨ 事故報告 １２件 
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７.ビーンズ 事業報告 

①  行事・出張・その他 

４／１８     沼津市福祉避難所連絡会議 

２３     沼津市自立支援協議会 (第 1回)      

／２８     静岡県知的障害者福祉協会第１回理事会（静岡市） 

／２９     第 18回 里・ビーンズまつり 

５／ ９        静岡県通所施設連絡会管理者会議（静岡市） 

 ／１８     沼津市育成会総会  

／２３     静岡県知的障害者福祉協会施設長・主任者合同会議（静岡市） 

６／ １     のぞみまつり 

 ／ ２     外食レク(洋食①) 

 ／ ５     東部特別支援学校 学校公開 

／ ６     外食レク(洋食①) 

 ／ ９     沼津市福祉施設連絡協議会施設長会議 

        外食レク(洋食②) 

／１０     外食レク(洋食③) 

 ／１１     東部成人福祉施設長等会議 

         外食レク(和食②) 

／12～13    全国知的障害者関係施設長等会議（東京） 

 ／１６     外食レク(和食③) 

 ／２０     静岡県知的障害者福祉協会大会(静岡市) 

／２５      法人自主研修会（障害者総合支援法） 

 ／２７     外食レク(中華) 

 ／３０     外食レク(和食④) 

７／ ２     沼津市自立支援協議会 (第２回)  

 ／3～4     東海地区知的障害関係施設長等研究協議会(高山市) 

         静岡県知的障害者福祉協会介護技術基礎講座(静岡市) 

 ／ ８     静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅰ（牧之原市） 

 ／１２     静岡県自閉症協会研修(サンウェル沼津) 

／２０     音楽療法発表会(グランシップ) 

／２６     法人自主研修会（普通救命講習会） 

／２８    「うどんや 叶」様からうどんの招待（１班） 

８／ ５     三島市発達障害者療育専門講座 

 ／１４     障害者権利擁護・虐待防止研修(１回目) 

 ／１９     障害者権利擁護・虐待防止研修(２回目) 

 ／２３     あしたか学園こども祭り 

／２５         「うどんや 叶」様からうどんの招待（2班）    

 ／２６     障害者権利擁護・虐待防止研修(従事者コース) 

／２８     障害者権利擁護・虐待防止研修(管理者コース) 
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／３０     自閉症の理解について・公開講演会(静岡市) 

９／ ３     「エンゼルらんぷ」で外食① 

／ ４     沼津市障害者自立支援協議会 

      「エンゼルらんぷ」で外食② 

 ／ ８     沼津特別支援学校見学会１回目 

 ／ ９     沼津特別支援学校見学会２回目 

「エンゼルらんぷ」で外食③ 

 ／１０     沼津特別支援学校見学会３回目 

「エンゼルらんぷ」で外食④ 

 ／１１     「エンゼルらんぷ」で外食⑤ 

 ／16､17     日中活動支援部会施設長等研究会議(千葉市) 

／18､19          東海地区知的障害関係施職員研究協議会(浜松市) 

／２２     「うどんや 叶」様からうどんの招待（３班） 

／２７      輝望会３０周年お祝いの会 

10／ ２      グループレク（山梨リニア見学センター） 

 ／ ３      社会福祉施設運営管理研修会(静岡市) 

／ ９      グループレク（ぐりんぱ） 

 ／１０      グループレク（サイクルスポーツセンター） 

／１４      グループレク（ヤクルト工場） 

／２０      グループレク（ｸﾞﾘﾝﾊﾟ） 

／２２      福祉サービス苦情解決研修会(三島市) 

／２３      グループレク（水族館） 

／２４      グループレク（動物園）東部成人福祉施設長連絡会 

 ／３１      静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅱ(掛川市) 

11／1、2       あしたか地区センター祭り 

 ／  ３      沼津福祉祭り 

 ／ ５      感染･食中毒予防対策講座 

／14,15     日中活動支援部会研究集会(沼津市) 

／１１      あしたか小学校との交流会① 

／１８      あしたか小学校との交流会② 

／２３      沼津市手をつなぐ育成会バザー 

／２９      摂食・嚥下セミナー(静岡市) 

12／ ４      沼津市障害者自立支援協議会専門部会(日中活動部会) 

／ ５      静岡県通所施設連絡会スタッフ会議(静岡) 

／ ６      障害者週間イベント(里と合同) 

／１４           沼津市障害者市民の集い 

／１７      愛護ギャラリー展見学① 

／１８      愛護ギャラリー展見学② 

／１９      愛護ギャラリー展見学③ 

／２６      イヤーエンドパーティー 
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１／ ９      総合保護者会 

／１２      育成会成人式 

／１４      新年会と新成人を祝う会 

 ／１５      「エンゼルらんぷ」で外食① 

 ／２１      エンゼルらんぷでの外食② 

／22.23      静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会（静岡） 

 ／２７      エンゼルらんぷでの外食③ 

 ／２８      エンゼルらんぷでの外食④ 

 ／２９      エンゼルらんぷでの外食⑤ 

２／ ２     グループレク（いちご狩り） 

 ／ ４     グループレク（洋らんパーク） 

／ ５      沼津市福祉施設職員研究交流会 

       グループレク（いちご狩り） 

／１２          グループレク（新東名） 

 ／１３     職場定着のためのメンタルヘルスセミナー 

／１６     グループレク（パノラマパーク） 

／１８     沼津市自立支援協議会日中活動部会 

／２０     静岡県通所施設連絡会施設長会議(静岡) 

／２１     障がい者権利を支えるセミナー(静岡) 

／２５     グループレク（ボーリング） 

／２８     法人全体職員研修会 

３／１３     静岡県知的障害者福祉協会第２回総会(静岡) 

／１４     ビーンズ職員全体会議 

／１８     第三者委員研修会 

／18～23    福祉ふれあい広場（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ） 

／２４     静岡県健康福祉部福祉指導課事業者説明会  

／２９     伊豆の国市児童発達支援センター竣工式 

 

②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

８／３１    ガスの法定点検 

９／ ３     総合防災訓練実施 

９／１７    （株）Ｔ・Ｓ東部 消防設備点検 

10／ ４    定期電気検査 

10／２９    社会福祉施設防災の日 

２／１０    （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 
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・検温を毎朝実施 

・厨房等害虫駆除実施(7/20) 

・健康診断実施 （8/28） 

・インフルエンザ予防注射接種(10/30) 

 

④監査等  

５／１３   監事監査 

１／２０   市指導監査   

⑤工事・備品関係（10万円以上） 

エアコン清掃、健康診断、備蓄倉庫、建物内床面ワックスがけ、２階トイレの改修工事、             

セラピーマット購入、屋上改修工事、浄化槽清掃、１階と２階の水回りの木部の防水 

塗装、玄関周りの補修と塗装、日産セレナ福祉車両２台 

⑥地域支援事業利用状況 

・地域生活支援事業 ２５６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 １２５，２６５円  

⑧ボランティア、施設訪問、実習等 

・施設訪問 

 沼津特別援学校高等部保護者様、三島市障害福祉事業所の職員                

・施設実習 １人、利用事前実習 ４人 

⑨事故報告 １件 

 

８．エンゼルらんぷ 事業報告 

①  行事、出張、その他 

４／ １     入所式 

／１８     福祉避難所関係施設連絡会議 

／２８     静岡県知的障害者福祉協会第１回会員総会（静岡） 

／２９     第１８回 里・ビーンズまつりに出店・販売 

５／１１        茶摘みフェスティバル出店・販売（富士通沼津工場） 

 ／１８     沼津市育成会定期総会 

 ／２０     保護者会総会 

         自立支援協議会就労部会 

／２３     施設長・主任者合同会議（静岡） 

６／ １     のぞみまつり出店・販売 

 ／ ９     沼津市福祉施設連絡協議会 

／１１     東部成人福祉施設長連絡会  

／12～13    全国知的障害者関係施設長等会議（東京） 

 ／２０     静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

 ／２５     法人自主勉強会（障害者総合支援法） 

７／３～４    東海地区知的障害関係施設長会議(岐阜県) 
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 ／２６     法人自主勉強会（普通救命講習会） 

８／ ２     青空幼稚園納涼祭(キララ夏祭り)出店・販売 

／12・13    夏のレクリエーション 

／１４     障害者権利擁護・虐待防止研修(１回目) 

／１９     障害者権利擁護・虐待防止研修(２回目) 

／２８     障害者権利擁護・虐待防止研修(管理者コース) 

９／１８     エンゼルらんぷ保護者会 

／２７     法人３０周年記念お祝いの会 

10／１８        潮看祭・あしたか太陽の丘祭りに出店・販売 

／２２     福祉サービス苦情解決研修会 

／２５          輝望会後援会バザー出店 

／２６     沼津工業団地祭りに出店・販売 

11／１～２    あしたか地区センター祭り 

 13～14    生産活動・就労支援部会研究集会(熱海) 

／１９     沼津市障害者自立支援協議会専門部会(就労部会) 

／２３     沼津市手をつなぐ育成会バザー 

12／ ６     障害者週間イベント 

／１４     沼津市障害者市民の集い 

／２７     クリスマス会 

１／１２     育成会成人式 

／22～23     静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会（静岡） 

 ／29～31    社会福祉法人会計簿記研修(神奈川) 

２／１７     エンゼルらんぷ保護者会 

／２７      沼津市自立支援協議会生産・就労部会 

 ／２８     法人全体職員研修会 

３／１３     静岡県知的障害者福祉協会第２回会員総会(静岡) 

／２０     障害福祉サービス事業者説明会(静岡) 

／18～23    福祉ふれあい広場（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ） 

 

②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

 ４／２８     浄化槽清掃 

９／ ２     総合防災訓練 

10／１０     広伸防災消防設備点検 

  12／１６         静岡県保健所(食品衛生専門班)立ち入り検査 

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（８／２６） 

・インフルエンザ予防接種(11/13) 



27 

 

 

④監査等 

・５／１３ 監事監査 

・１／２０ 指導監査 

 

⑤工事・備品関係（１０万円以上）     

・実施なし 

⑥地域支援事業利用状況 

・実施なし 

⑦活動実績 

作業種目 収入 原材料 

（当期購入） 

粗利益 

（収入―原材料） 

経費 販売管理費 差額 

受託作業 2,824,816 0 2,824,816    

ﾊﾟﾝ製造販売 4,967,654 2,825,169 2,142,485    

喫茶店 640,776 528,489 464,387    

引出物・ﾊﾞｻﾞｰ等   352,100      

自主製品販売 17,835 18,178 △343    

ｸｯｷｰ製造販売 91,877 59,615 32,262    

棚卸髙  35,913     

合   計 8,895,058 3,395,538 5,499,520 5,977,852 369,313 △847,645 

 

⑧ボランティア、施設訪問者、実習等 

・ボランティア ４人 

・施設訪問者  

沼津特別支援学校中等部体験見学、福祉施設見学研修会、長野県社会就労センター見学            

・施設実習 ６人、利用事前実習 ３人 

⑨事故報告 ４件 

 

９．ミルキーウェイ事業報告 

①行事・出張・その他 

４／８     東部特別支援学校入学式 

／２３    沼津市自立支援協議会日中活動部会 

／２８    静岡県知的障害者福祉協会第１回会員総会 

５／９     通所施設連絡会施設長会議 

／１５    児童発達支援参観会 

／２１    沼津市自立支援協議会療育教育部会 

／２１    第 1 回駿東・田方圏域自立支援協議会重症心身障害児(者)専門部会 

／２３    日中活動支援部会施設長・主任者等合同会議 

６／３     衛生栄養管理講習会 

／５     東部特別支援学校学校公開 
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／９     沼津市福祉施設連絡協議会施設長会議 

／１１    東部特別支援学校学校評議委員会 

／１１    東部成人福祉施設施設長会議 

／１２．１３ 全国知的障害関係施設長等会議（東京） 

／１９    児童発達支援親子遠足（三津シーパラダイス） 

／２８    静岡県知的障害者福祉協会大会 

７／１     こころみファーム開所式 

／２     沼津市自立支援協議会療育教育部会 

／３．４   東海地区知的障害関係施設長研究協議会(岐阜) 

／７     静岡県知的障害者福祉協会職員研修所「カウンセリング講座」 

／８     通所施設等連絡会 職員研修Ⅰ（島田） 

／１２    理解のための研修会 

／１９    重症心身障害児者医療連携研究会（静岡） 

／２４    栄養士研修 

／２７    第１回静岡県小児摂食嚥下勉強会（静岡） 

８／１     東部特別支援学校進路講演会 

／２     重症心身障害児(者)対応看護従事者養成研修 

／４     重症心身障害児(者)対応看護従事者養成研修実習 

／４     静岡県知的障害者福祉協会職員研修所「カウンセリング講座」 

／１４    平成 26 年障害者虐待防止・権利擁護研修 

／１９    平成 26 年障害者虐待防止・権利擁護研修 

／２６    平成 26 年障害者虐待防止・権利擁護研修 

／３０    伊豆医療福祉センター公開セミナー 

／２９    夕涼み会 

９／３     沼津市自立支援協議会療育教育部会 

／４     沼津市自立支援協議会日中活動部会 

／１２    重症心身障害児(者)対応ケアマネジメント従事者養成研修 

／１６    静岡県知的障害者福祉協会職員研修所「カウンセリング講座」 

／１８、１９ 第５２回東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（浜松） 

／２７    ３０周年記念お祝いの会 

／３０    重症心身障害児(者)対応介護従事者養成研修 

１０／９～１０  全国重症心身障害者日中活動支援協議会(浜松) 

  ／１６    東部特別支援学校ＰＴＡ研修会「防災講座｣ 

  ／２０    重症心身障害児(者)対応ケアマネジメント従事者養成研修 

  ／２２    駿東、田方圏域自立支援協議会重心部会 

  ／２４    東部成人福祉施設施設長研修会 

  ／２７    グループレク（箱根ガラス森） 

  ／２８    栄養士研修会 

  ／２９    グループレク（さかな公園） 

  ／３１    通所施設連絡会職員研修Ⅱ 
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１１／５     感染症・食中毒予防対策講座（三島） 

  ／６     沼津市教職員･初任者研修 

  ／７     グループレク（クレマチスの丘） 

  ／１０    グループレク（清水ドリームプラザ） 

  ／１１    グループレク（県立美術館） 

  ／１３    沼津市教職員･初任者研修 

  ／１４    障害児者のための料理教室（静岡） 

  ／１４～１５ 日中活動支援部会研究集会 

  ／１８    グループレク（東京スカイツリー） 

  ／１９    重症心身障害児者対応ケアマネーシャー養成研修（静岡） 

  ／２０    東部特別支援学校放課後等支援事業連絡会議 

         グループレク（東京スカイツリー） 

  ／２５    児童発達支援 遠足（箱根園） 

  ／２６    グループレク（東京スカイツリー） 

１２／ ５    通所施設連絡会スタッフ会議（静岡） 

  ／ ８    母親力向上講座 

  ／１１    障害者週間「つばき庵との交流会」 

 １／１４    静岡県知的障害者福祉協会事務部会（静岡） 

  ／２２～２３ 静岡県知的障害者福祉協会施設長研修会 

 ２／ ５    沼津市福祉施設職員研修交流会 

  ／１７    駿東、田方圏域自立支援協議会重心部会 

  ／２０    通所施設連絡会施設長会議（静岡） 

  ／２８    第２回静岡県小児摂食嚥下勉強会（浜松） 

 ３／１０    東部特別支援学校高等部卒業式 

／１１    重症心身障害児者対応ケアマネジメント受講者対象情報交換会 

  ／１９    東部特別支援学校小学部、中学部卒業式 

 

②安全対策 

５／１４     馬淵建設建物点検 

９／ ４     火災報知機点検 

毎月実施     避難訓練 

３／１４     受水槽点検清掃 

 

③保健衛生 

毎月実施     体重測定 

９／１      厨房、活動室害虫駆除 

５～６月     健康診断     

３／２３     AED 交換、設置 

３ヶ月ごと    嘱託医往診（つばさ静岡） 
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④監査等 

５／１３         監事監査 

１／２０         市指導監査 

２／５          県実地指導 

⑤工事・備品関係 

   ムービングライト修理依頼 

     

⑥地域支援事業利用状況 

・地域活動支援事業（見守り支援）    ５５７人 

・ライフサポート事業（宿泊）       ３６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、リハビリ・マッサージ、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 

車椅子ダンス 

 

⑧ボランティア・施設訪問・実習など 

・ボランティア 

車椅子ダンス、日本福祉大学学生 

・施設訪問 

 放課後等デイサービス利用希望者様、コミュニティスペース起業支援型地域雇用創造 

事業様、東部特別支援学校訪問教育生徒・保護者・教員様、児童発達支援利用希望者 

様、長泉町ボランティア連絡協議会、大平・第四校区民生児童委員様、東京都稲城市

児童民生委員様、焼津市重症心身障害児者を守る会様、静岡市重症心身障害児者を守

る会様 

・施設実習 １人、利用事前実習 ９人  

⑨事故報告 ６件 

 

９－２．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                             １０人 

・延人数                            ４８６人 

（２）放課後等デイサービス 

・契約数                             ２３人 

・延人数                            ２９６人 

（３）活動内容実績 

・児童発達支援 

公園等への散歩、エアポリン、スヌーズレン、いちご体操、創作活動 

クッキング、ミニサーキット、ハンモック、ボールプール、風船バレー 
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プール、砂遊び、足浴、遠足（三津シーパラダイス、箱根園） 

 

・放課後等デイサービス 

学校迎え、創作活動、プール、スヌーズレン 

 

１０．こころみファーム事業報告 

①行事・出張・その他 

      ７／１     開所式・内覧会 

８／２２    重酢作り体験（沼津） 

          ／２６    防火対象物立入検査 

        ９／１      総合防災訓練 

     ９／３０    誕生日会 

    １０／３０     福祉施設見学研修会受入 

    １１／５     施設防災訓練 

    １２／２     健康診断 

     １２／２７    忘年会（イヤーエンドパーティー） 

     ３／１３    誕生会 

     ３／２７    グループレク 

   

②安全対策 

９／１   総合防災訓練 

   １１／５     施設防災訓練 

その他   毎月：避難訓練 

      定期：消防設備点検、浄化槽点検 

 

③保健衛生 

１１／１８  ・インフルエンザ接種（協力医） 

１２／２   ・健康診断（職員のみ。利用者任意。協力医）    

 

④監査等 

   １／２０   市指導監査 

⑤工事・備品関係 

  10 万以上の工事なし 

⑥地域支援事業利用状況 

  実施なし 

   

⑦作業収入の実績 

作業種目 収 入 原材料 

（当期購入） 

粗利益 

（収入－原材料） 

経費 販売管理費 差額 

野菜販売 2,619,132 234,777 2,384,355 1,513,221 65,715 805,419 
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合  計 2,619,132 234,777 2,384,355 1,513,221 65,715 805,419 

805,419 円はビニールハウス修繕費として積立をします。（5 年毎に 500 万円必要） 

但し、今年度は 500,000 円の積立、残り 305,419 円は次年度積立に回します。 

（資金不足の為） 

⑧ボランティア、施設訪問、実習等 

・ ボランティア 

保護者・関係者他 ５人、こぶしの会 

・ 利用事前実習 ５人 

⑨事故報告  ４件 

 

 

１１．ポンポコの家事業報告 

①行事・出張・その他 

 ４／ ２３     沼津特別支援学校情報交換会 

 ６／ ２６     沼津特別支援学校中等部園芸班来所 

７／ １～２    相談支援従事者初任者研修（静岡） 

４      沼津特別支援学校情報交換会 

    １１     相談支援従事者初任者研修（静岡） 

    １５     相談支援従事者初任者研修（静岡） 

 ８／ ３      流しそうめん大会 

 ９／ ５      相談支援従事者初任者研修（静岡） 

    ２７     輝望会３０周年記念式典 

 １０／２２     福祉サービス苦情解決研修会 

 １１／７      サービス管理責任者等研修 

 １１／１５     児童虐待防止静岡の集い 

 １１／１７     サービス管理責任者等研修 

 １１／２１     サービス管理責任者等研修 

 

②安全対策 

    毎月 1回の避難訓練 

③保健衛生 

           特になし 

④監査等 

  ５／１３    監事監査 

    １／２０   市指導監査   

１／２８   県実地指導 

 

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） 

誘導灯設置  

⑥地域支援事業利用状況 
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・地域活動支援事業（見守り支援） 延人数 ７５５人 

                     計  ２，３５２，０００円 

⑦作業収入の実績 

           実施なし 

⑧ボランティア・実習生・見学者等 

   ・ボランティア  一般２人、流しそうめん大会、もちつき大会 

   ・施設実習 ３人 

⑨事故報告 １件 

 

 

１２．サポートセンターこげら事業報告 

 

１．相談実績(ケース対応数)：  １９５４ 件  ＜平成２７年３月末まで＞ 

         

２．事業内容・実績 

１）駿東田方圏域自立支援協議会スーパーバイザー事業  

     ・地域協議会の運営部会、全体会等への参加 

     ・駿東田方圏域重心部会の活動支援 

     ・駿東田方圏域地域移行部会への参加 

     ・地域協議会研修会におけるファシリテーター等 

     ・静岡県健康福祉部障害者支援局との連絡調整 

 

２）発達障害者支援センター機能強化事業 

・相談件数 

ケース対応数：１０２２件／実支援人数－登録者継続支援５０名 

：３１件／実支援人数－未登録者１１名（１回～数回の相談） 

・関係機関を集めた会議：１６回 

・調整会議への参加：２４回 

・自立支援協議会 

 沼津市自立支援協議会 「療育・教育」部会への参加：５回 

 駿東田方自立支援協議会 運営会議参加：３回 

・発達障害者当事者会：５回開催 延べ１５名参加 

・発達障害児者支援実践報告会 東部実行委員会参加(2/22 実施) 

 

３）沼津市地域生活支援事業 相談支援事業 

   ・相談件数(ケース対応数)：１２６４件 

     ※障害者総合相談支援センターでの対応含む 

   ・沼津市自立支援協議会運営部会・拡大運営部会・全体会への参加 

 

４）静岡県障害児（者）地域療育支援センター事業（療育三事業） 
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・訪問療育：２７０回   ・外来療育：５０回   ・施設支援一般指導：０回 

  ※地域余暇支援 

     開催数： ３回(７月・１０月・３月)   延べ参加者数：９人    

 

５）障害程度区分認定調査(沼津市より委託) 

       実施件数： ２０ 件 

６）沼津市障害者専門相談連絡協議会  

(沼津市社会福祉協議会より市内５支援センターへの委託) 

       こげら職員相談対応日数：１０日間 / 全体会への参加 : 月１回 

 

７）特定障害者相談・障害児相談 

       サービス等利用計画および障害児支援利用計画作成：２４件  

      モニタリング：１４件  

 

８）一般相談(地域移行・地域定着) 

      実施件数：０件    ※来年度は指定取り下げ予定   

 

９）その他 

     ・沼津特別支援学校にて保護者対象に卒業後の福祉サービス利用等について説明 

     ・東部地区知的障害者相談員等研修会シンポジウムにパネラーとして参加 

     ・圏域自立支援協議会(重心部会)への参加 

     ・沼津市自立支援協議会（相談部会・療育教育部会）への参加 

                                     など   

 

 

１３．その他事業報告 

 

平成２６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 

第 1 回 4/20（日） 開校式 

（ボーリング） 

28 名 2 名 1 名 

様子・・・例年通り、三役決め、新しい学級担当職員の紹介を行い、その後ボーリング

大会を行った 

第 2 回 5/18（日） 1 日社会見学 30 名 7 名 7 名 

様子・・・上野動物園、東京タワーへ行った。上野動物園では時間は予定通りだったが、

グループによっては半分程度しか回ることが出来ず、残念な様子も見られ

た。東京タワーでは、おみやげを買う時間が少し短いという意見もあったが、

予定通りに実施することが出来た 

第 3 回 6/15（日） 七夕交流会 23 名 2 名 2 名 
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様子・・・千本プラザにて短冊作りを行った。毎年千本プラザで募集してくれたボラン

ティアの方と行っているが今年もたくさんのボランティアの方と一緒に行

うことができた 

第 4 回 7/20（日） カルチャー 22 名 2 名 3 名 

様子・・・パソコン教室を行った。内容はパソコンを使い暑中見舞いのはがきの作成を

行った。講師の方がわかりやすく丁寧に教えていただけたので、全員それぞ

れのはがきを作成することが出来た 

第 5 回 8/3（日） 映画 27 名 2 名 3 名 

様子・・・映画を事前に決め、当日観る映画を発表する形だったが、混乱も無く映画を

楽しまれていた 

第 6 回 9/15（日） バーベキュー 29 名 5 名 3 名 

様子・・・時間配分がうまくいかず、予定より早く着いてしまったが、近くのコスモス

畑まで散歩したりと、柔軟に対応することが出来、バーベキュー自体もみな

さんに楽しんでいただけた 

第 7 回 10/19（日） カラオケ 22 名 2 名 1 名 

様子・・・昨年度の反省を活かし、全員が必ず一度は歌えるよう配慮し、楽しく実施す

ることが出来た 

第 8 回 11/17（日） 大学で学ぼう 18 名 3 名 1 名 

様子・・・昨年度同様午前は日大三島で行われた、東部地区に在住の障害を持つ方対象

で行われる大学で学ぼうに参加した。内容はスペインを学ぶということで、

講義と、フラメンコを踊った。最初は恥ずかしそうにしていた学級生も大学

生と一緒に参加されていた。その後、ランチを沼津に帰ってきて感想を話し

ながら美味しく頂くことができた 

第 9 回 12/15（日） クリスマス会 43 名 4 名 1 名 

様子・・・クリスマスカード作りと、ケーキ作りを行った。個性溢れるカードが出来上

がり、昼食時にみんなで作ったケーキを食べた 

第 10 回 1/18（日） カルチャー 25 名 3 名 2 名 

様子・・・講師を招き、フラワーアレンジメントを行った。慣れない手つきながら会話

を楽しみながら行うことが出来た 

第 11 回 2/15（日） 料理 25 名 4 名 3 名 

様子・・・グループに分かれ、「モダン焼き」と「ヨーグルトパフェ」を作った。ケガ

等なく無事作ることが出来た 

第 12 回 3/15（日） 閉校式 24 名 2 名 1 名 

様子・・・防災意識を高めるためにＤＶＤを見たり、クイズ形式で地震が起きたときの

行動の確認等を行なった 

 

 

 


