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１．法人本部事業報告 

①主な事業 

  平成２５年 

    ４／１    任命式 

５／１４   監事監査 

    ５／２０   常任委員会 

    ５／２７   第４６回評議員会・第１２０回理事会 

    ６／６    県・沼津市指導監査 

    ６／２５   常任委員会 

７／２２   常任委員会  

    ７／３０   第４７回評議員会、第１２１回理事会  

    １０／１５  第４８回評議員会・第１２２回理事会 

    １０／２８  常任委員会 

    １１／７   県実地指導（ビーンズ、沼津のぞみの里、エンゼルらんぷ、 

                 サポートセンターこげら） 

１１／１１  第４９回評議員会・第１２３回理事会 

    ２／１８   県実地指導（沼津市立あしたか学園） 

    ２／２８   法人３０周年記念式典（沼津市民文化センター 小ホール） 

    ３／１    法人職員研修（全体） 

    ３／１０   常任委員会 

    ３／１７   第５０回評議員会・第１２４回理事会、第５１回評議員会 

②職員採用・退職  

採用 ３０名（正規職員１３名、臨時・パート職員１７名） 

退職 ２４名（正規職員１４名、臨時・パート職員１０名） 

③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等 

・勤続表彰 １０年勤続２名、２０年勤続１名、３０年勤続１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 

４／２９    里・ビーンズまつり 

５／１８    静岡県就農応援セミナー（静岡） 

      ／２１～２３ 職場研修担当者研修（神奈川） 

      ／２３    静岡県知的障害者福祉協会施設長主任者会議（静岡） 
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／２８    静岡県知的障害者福祉協会東海地区会議（名古屋） 

６月中     初夏のグループレク（９グループ） 

６／４～５   全国知的障害関係施設長会議（東京） 

 ／４     静岡県自閉症研修（静岡） 

 ／７     静岡県知的障害者福祉協会新体系意見交換会（静岡） 

／１３    静岡県社会福祉法人経営者協議会（静岡） 

／２０～２１ 東海地区施設長研修（三重） 

／２４    日本知的障害者福祉協会人材育成部会（東京） 

／２７    日本知的障害者福祉協会障害者支援部会（東京） 

／２８    障害児のための料理教室（講師）(静岡) 

      ７／３     ウイルス感染予防のための研修会(静岡) 

／５～６   東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（高山） 

          ／５     静岡県知的障害者福祉協会医療看護講座（静岡） 

          ／７     沼津鉄道博見学 

／１１     沼津市防火協会視察研修（東京） 

／１２     自閉症支援講座（三島） 

／１４    流しそうめん大会 

／１５    ボリショイサーカス見学 

／２５    スポーツ療法講座（静岡） 

８／１      日本知的障害者福祉協会支援施設部会（東京） 

／２      てんかん講座(東京) 

／５      静岡県知的障害者福祉協会絵画療法講座（静岡） 

／６      静岡県知的障害者福祉協会スポーツ療法講座（静岡） 

／６～７    てんかん基礎講座（東京） 

／６～７    三島市発達障害研修（三島） 

／８      静岡県知的障害者福祉協会絵画療法講座（静岡） 

／８～９    指導的職員研修（三島） 

／１０～１１  スヌーズレン実践パートナー養成講座（神奈川） 

／２１～２２  中堅職員研修（三島） 

／２２     静岡県知的障害者福祉協会絵画療法講座（静岡）       

／２５～２６  自閉症カンファレンス（東京） 

／２７～２８  新任職員研修(三島) 

    ９／２～３    ふじのくに防災士養成講座（静岡） 

     ／３      旅行（山梨）  

     ／４      福祉人材確保実践セミナー（静岡）   

／６      自閉症支援講座（三島） 



3 

 

／８      静岡県障害者スポーツ協会 

／９      静岡県知的障害者福祉協会医療看護講座（静岡） 

／９～１２   ふじのくに防災士養成講座（沼津） 

     ／１４     ファミリーレクリエーション 

     ／１９     日本知的障害者福祉協会支援施設部会 

     ／２５     旅行（東京） 

     ／２６～２７  東海地区職員研修会（豊橋） 

     ／２７     サービス管理責任者現任研修（静岡） 

   １０／ １～ ２ ディズニーランド旅行 

     ／ ２    沼津市防災訓練 

     ／１１    自閉症支援講座 

            近隣小学校との交流（障害者週間取り組み） 

     ／２２～２３ ディズニーシー旅行 

     ／２４    歯科検診、感染症講座 

   １１／ １    施設防災の日 

     ／ ２～３  愛鷹コミュニティーまつり 

     ／１４    近隣小学校とのイベント（障害者週間取り組み） 

     ／１９～２１ 沖縄旅行 

     ／２６    東部スポーツ大会 

     ／２７～２８ 障害者支援施設部会研修 

     ／２９    焼き芋大会 

   １２／ ３～４  温泉旅行（浜松） 

     ／ ５    就業促進協議会講演会 

     ／ ７    障害者週間イベント 

     ／１２    虐待防止法研修 

     ／１７～   愛護ギャラリー出展 

     ／２３    イヤーエンドパーティー 

    １／ ７    ＪＴ研修    

    １／１０    新年会 

     ／２５    福祉避難所研修 

     ／２７    虐待防止法研修 

    ２／ ３～４  沼津福祉施設連絡会研修 

     ／１５～１６ サポート研研修 

    ３／      グループレクリエーション（計３グループ） 

     ／２８      お花見  
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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    嘱託医による健康診断 

６／２７  害虫駆除（厨房） 

８／１６  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 

１２／６  健康診断 

④監査等 

５／１４  監事監査 

１１／７  実地指導 

    １／７   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） 

   給水ユニット交換、建築改修工事 調査設計料、浄化槽入替工事 調査設計料、 

   非常用照明・ランプ交換、ポンポコの家ガラス交換、タウンエース板金・整備、 

   ＡＣ１０室外機修理、ビアンテ・コースター修繕、給水ポンプ修理、防火改修工事、 

   浄化槽入替 

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 

  ・短期入所             延人数１，３８８人 

⑦作業収入の実績 

ＳＡＫ・自主製品・缶つぶし等   計    ３７０，６４１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、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、シャボン玉タイム様 毎月第３木曜日、

ダイワハウス様、社会人ボランティア 

・保育、社会福祉援助技術、その他実習生 ３７人 

⑨事故報告 ２９件 
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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      

 ５／１０      通所施設連絡会管理者会議（静岡）     

２２      静岡県知的障害者福祉協会地域支援部会（静岡） 

   ２４      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／ ２      のぞみまつり 

３      社会福祉法人簿記入門講座（静岡） 

４      給食施設衛生・栄養管理講習会 

  ４～５      全国知的障害関係施設長会議 （東京） 

   １２      東部成人福祉施設長連絡会（沼津） 

  ６月中      グループ別エンゼルらんぷへティータイム外出 

  ２１～２２    東海地区施設長研修会（三重） 

   ２４      沼津市福祉施設連絡協議会施設長会議（サンウェル沼津） 

   ２８      静岡県知的障害者福祉協会大会（静岡） 

   ２０～７／７  沼津仲見世商店街七夕祭り参加 

７／ ８      安全運転管理者講習会（沼津） 

  １９      静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅰ （磐田市） 

  ２５～２６   夏の合宿 

８／ １～ ２   てんかん援助セミナー（東京） 

   ２      県知協 心理学療法講座（静岡） 

   ５      県知協 絵画療法講座（静岡） 

   ７      県知協 心理学療法講座・絵画療法講座（静岡） 

   ９      県知協 心理学療法講座（静岡） 

  １６      障害者虐待防止・権利擁護研修（静岡）       

  ２１～２２   中堅職員研修Ⅰ（三島） 

  ２２      県知協 絵画療法講座 

  ２６      障害者虐待防止・権利擁護研修（静岡） 

  ２７      障害者虐待防止・権利擁護研修（静岡） 

９／        グループ別の外食と買い物外出 

   １７～１８   新任職員研修Ⅱ （静岡） 

   ２６      近隣小学校との交流会 

２６～２７   東海地区知的障害者関係施設職員研究協議会（豊橋） 

  ２７      サービス管理責任者現任研修       

１０／４～５     静岡県知協日中支援部会職員研究集会（浜松市） 

   １９      静岡オレンジマラソン大会 
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   ２３      東部成人施設長連絡会（御殿場） 

   ２４      感染症・食中毒予防対策講座（三島） 

   ２５      日帰り旅行（横浜中華街・ドラえもんミュージアム） 

１１月中       グループレクレーション６回 

             （静岡空港・みかん狩り・虹の郷・芦ノ湖遊覧船） 

 １１／２・３    金岡コミュニティー作品等の展示 

    ２０     静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅱ （沼津） 

    ２６     静岡県知協東部スポーツ交流大会 （沼津） 

 １２／ ７     障害者週間の行事 

           静岡県通所施設連絡会支援スタッフ会議（静岡） 

    １８     愛護ギャラリー出展 

    ２１     クリスマス会（リバーサイドホテル） 

平成２６年 

  １／１６     新年餅つき大会・新成人を祝う会 

    ２３     静岡県知協事務部会研究集会事務部会研究集会（静岡） 

 ２月中       グループレクレーション６回 

  ２／３～４    沼津市施設職員一泊交流研修会 

    １４     新会計決算講座（静岡） 

    ２１     静岡県通所施設連絡会施設長研修（静岡） 

  ３／ １     静岡県知的障害者福祉協会会員総会（静岡） 

    １７     静岡県事業者説明会（静岡） 

    １８     東部成人福祉施設長連絡会（沼津） 

    ２７     クラブ活動発表会 

    ２８     旅立ちの会 

②安全対策 

９／ ２   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 

   ６／１４   健康診断 

   ７／２３   害虫駆除（施設内・厨房） 

  １１／１５   インフルエンザ予防接種 

   １／ ７   害虫駆除（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 
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   ５／１４   監事監査 

１／ ９   保健所衛星監査指導 

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） 

ケース記録ソフト、厨房ガステーブル工事、樹木植栽工事、マイクロバス板金塗装、 

排水管修理、駐車場点字ブロックの修繕 

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 ７３７人（内児童３８人） 

⑦作業収入の実績 

   ハンガー（東海コメット）・アルミ缶（つつみ）・自主製品 計 ４２２，１９４円 

⑧ボランティア・実習生・見学者等 

   ・ボランティア       

西沢田自治会様、のぞみまつり、沼津市時計商組合様、金岡民生委員・児童

委員様、夏の合宿ボランティア、サマーショートボランティア、沼津赤十字

奉仕団様、散歩・水泳活動などのボランティア 

・ 実習生  ２１人 

⑨事故報告   １２件 

 

４．のぞみの家事業報告 

①行事・出張・その他 

    ４／１８     防火安全体制視察（市障害福祉課、市建築指導課、市消防本部予

防課） 

５／ ３     ＧＷ外出その１（１２人、修善寺虹の郷） 

       ７     ＧＷ外出その２（７人、修善寺虹の郷） 

      １８     就労継続支援事業所合同フットサル練習試合参加（１人） 

    ６／１６     静岡県知事選挙投票 

７／ ５     平成 25 年度 成年被後見人の選挙権を考えるセミナー（静岡市） 

１５     プロレスリングノア試合観戦（１人、ふじさんメッセ） 

      ２１     参議院議員選挙投票 

８／１０     カラオケ、昼食外出（１３人） 

       喫茶アンダール夢日帰り旅行（１人） 

１３～１４  エンゼルらんぷグループレク参加（５人） 

１９     ショッピング、昼食外出（４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） 

      ２６     平成 25 年度 権利擁護・成年後見セミナー基礎編（静岡市） 

    ９／１０     支援移行会議 

      ２０     ウィサポートゆう日帰り旅行（１人） 
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      ３０     平成 25 年度 権利擁護・成年後見セミナー応用編（静岡市） 

   １０／２６     天理教青年会参加（１人、京都） 

   １１／ １     愛鷹コミュニティまつり参加（２人） 

      １０     ひまわり号参加（２人、東京方面） 

      ２１     八代亜紀ふれあいコンサート鑑賞（３人） 

      ２６     調理補助トライアル雇用開始（１人） 

   １２／ ５     チバリヨ・チュラ入居者、青山ハイツへ引越し（５人） 

      １１     コラボ入居者、アーチへ引越し（２人） 

      １２     アーチ・ククル入居者、コラボ・ククルへ引越し（５人） 

      ２５     利用希望者地域移行会議 

    １／１９     のぞみの家新年会（１８人、万葉の湯） 

    ２／ ３     かがやき入居者退去（１人） 

    ３／ ４     利用希望者地域移行会議 

７     新日本プロレス旗揚げ記念シリーズ観戦（１人、ふじさんメッセ） 

      ２１     獣電戦隊ｷｮｳﾘｭｳｼﾞｬｰﾌｧｲﾅﾙﾗｲﾌﾞﾂｱｰ 2014 静岡大会鑑賞（1 人、  

ｸﾞﾗﾝｼｯﾌﾟ） 

②安全対策 

   ９／ ２  総合防災訓練 

  １０／ ７  消防器具点検 

   ３／１４  ６住居合同避難訓練 

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（精神科、内科、歯科等） 

  各種検診の受診 

④監査等 

  ５／１４  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） 

  浄化槽維持管理に係る工事、食堂談話室床改修工事、ホンダ ライフ（福祉車両） 

購入、退去時精算金、改修工事（一式）、エアコン等移設工事（一式）、家電製品新規 

購入（一式）、玄関手摺等設置工事（一式）、居室内手摺等設置工事（一式）        

預かり金ソフト新規購入 

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 
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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  １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／      学校始業式・入学式 

       ／      学校授業参観・ＰＴＡ総会 

    ／３～６   児童福祉週間個別外出 

    ／      学校代休レクリエーション「横浜ズーラシア」 

    ／１８    地域支援「音楽療法」 

    ／２３    平成 25 年度施設長・主任者合同会議 

    ／２５    地域支援「スポーツレクリエーション」 

    ／２８    東部児童福祉施設長連絡会（沼津） 

   ６／      学校代休レクリエーション「ハイキング」 

       社会福祉簿記入門講座     

／ ５～６  平成 25 年度指導的職員研修Ｉ―１ 

／ ７    優良安全運転管理事業所 表彰式 

／      学校代休レクリエーション「西友」 

／１０    学校生代休レク「千本浜公園ハイキング」 

／１５    地域支援「音楽活動」、保護者会 

       保護者会（平成 25 年度総会） 

／２０～２１ 平成 25 年度 東海地区知的障害関係施設長研究協議会（三重県） 

／２２    地域支援「スポレク」 

    ７／１     プール開き 

     ／２・３   相談支援従事者初任者研修 

     ／６     外出レクリエーション キラメッセ沼津 鉄道博 

            地域支援「音楽療法」、愛鷹地区ボラ連絡会 

     ／７     外出レクリエーション 沼津市仲見世商店街 七夕まつり 

     ／８     安全運転管理者講習 

     ／１３    地域支援「スポーツレクリエーション」（プール） 

     ／１５    外出レクリエーション キラメッセ沼津 サーカス 

     ／１６    接遇・マナー講座（指導者養成編） 

     ／２９    職員研修所講座（音楽療法） 

    ８／２・８   学園内おやつ作り 

     ／５・９   職員研修所講座（音楽療法） 
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     ／１３    学園内バイキング昼食 

     ／１４    おやつ（かき氷）作り 

     ／１５    外出レクリエーション 文化センターにて映画鑑賞（ドラえもん） 

     ／２４    あしたか学園こども祭 

    ９／４     平成 25 年度福祉人材確保セミナー（特別編） 

     ／７     地域支援「音楽療法」 

     ／１２    平成 25 年度第 1 回静岡県就学指導委員会 

     ／２１    地域支援「スポーツレクリエーション」 

     ／２６～２７ 第 51 回東海地区知的障害者関係施設職員研究協議会 

   １０／      学校代休の外出レク 三島せせらぎ遊歩道 

     ／１２    地域支援「音楽療法」 

   １０／１５    平成 25 年度磐田学園強度行動障害研修会 

   １０／１９    保護者会 

     ／２４～２５ 平成 25 年児童発達支（入所）部会研究集会 

     ／２４    学校・施設を対象とした感染症・食中毒予防対策講座 

     ／２６    地域支援「スポーツレクリエーション」 

   １１／２     第 13 回静岡県地域療育後援会 

「知的障害を伴う自閉症の方たちへの支援」 

／６～７   静岡県東部児童福祉施設長連絡会 

／１１    学校代休外出レクリエーション（三津シーパラダイス）） 

          学校代休レクリエーション（海岸線の散歩と買い物） 

       第 5回児童虐待防止静岡の集い 

／１８    外出レクリエーション（岩本山公園） 

／１９    平成２５年度第２回 児童福祉施設等における暴力防止研修会 

／２１    平成 25年度性教育講演会 

      サービス管理責任者研修 

／２２    沼津市自立支援協議会専門部会「療育・教育部会」 

   １２／５     平成 25 年度第 2 階就学指導委員会 

    １／１     初詣（三島大社） 

     ／１５    静岡県知的障害者福祉協会 施設長等研修会 
     ／２１    東部児童福祉施設長連絡会 

     ／２２    平成 25年度福祉教育研修会 

／２７    外出レク（富士急ハイランド） 

    ２／２～３   福祉施設職員研修交流会 

／３     節分お楽しみ会 

 ／５     沼津市障害者自立支援協議会 第 3 回療育・教育専門部会 
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／８     地域療育「音楽療法」 

       保護者会 

／１２    外出レク「柿田川公園」 

／１３    静岡県知的障害者福祉協会児童発達支援部会 

／２２    地域支援「スポーツレクリエーション」 

３／３～４   平成 25 年度社会福祉推進事業 モデル研修「災害福祉広域支援研修１」 

       愛鷹地区ボランテア連絡会 

３／     学校卒業式、終了式、離任式 

       学園内卒業・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 

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） 

精神科検診  月１回（第３火曜日） 

    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    

５／１４  監事監査 

２／１８  実地監査    

    １／７   保健所監査   

    ２／１８  障害者虐待防止法による県の調査  

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） 

男子棟ボイラー配管水漏れ修理、女子棟給湯ボイラー循環ポンプ交換工事 、 

プール浄化装置ろ過ポンプ モーター交換、冷暖房機 管理棟系統冷温水ポンプ用

電磁開閉器交換、女子棟浄化槽ポンプ交換工事、プールサイドシャワーバルブ交

換、加圧ポンプ交換工事、床清掃業者業務委託、煙探知機交換工事、乾燥機（2

台）点検及びバーナー清掃、冷暖房機排気トップ（排気管）交換工事、吸収式冷

温水機ポンプ・部品交換作業 、床清掃業者業務委託、合併浄化槽フロート交換

工事、男子プレイルーム用ブルーレイレコーダー設置、男子プレイルーム テレビの購入・

設置   

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３８５人    
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（１０月～３月）  延人数  0 人   ＊8 月より休止中 

・短期入所            

（４月～９月）   延人数１６９人   

（１０月～３月）  延人数１２６人   

・夏季プール利用（７月１日～８月３１日）  延人数９６６人  

・音楽療法参加親子 

（４月～９月）    ４１人 

（１０月～３月）   ３８人 （１１，３月休止） 

・スポーツレクリエーション参加親子 

 （４月～９月）    ８０人 

 （１０月～３月）   ２９人 （１０、１１，３月休止） 

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 

大学生、今沢地区民生児童委員様、時計商組合様、立正佼成会様、 

フジクラ労働組合様、不二聖心女子学院様、愛鷹地区社協ほほえみの会様、 

中華料理協会様、沓間水産様、日本競輪選手会静岡地区沼津支部様、聖心 

女子学院高等学校様、加藤学園片浜地区交流会様、今沢地区民生委員の 

会様、秋田理容院様、山崎洋子講師様他、栁詰けい子講師様他 

・保育、社会福祉援助技術実習 ３１人 

⑨事故報告 ２０件 

 

６．いずみ事業報告 

①行事・出張・その他 

５／ ２    目的別レク（電車、深海魚水族館） 

   ８    重心ネットワーク会議（静岡） 

１０    星グループグループレク(伊豆パノラマパーク) 

        静岡県通所施設連絡会施設長会議（静岡） 

２４    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） 

１２    東部成人福祉施設長会（沼津キャッスル） 

１５    目的別レク（カラオケ・買い物、ぐりんぱ） 

２０～２１ 東海地区施設長会議（岐阜） 

２４    沼津市福祉施設連絡会 

７／ ５     重心ネットワーク（静岡） 
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２０～２１全国重心支援協議会（愛知）    

８／ ２    安全運転管理者講習（清水町） 

    １４，２６ 虐待防止法研修（静岡） 

９／１４    グループレク（富士山静岡空港、ぐりんぱ） 

／      グループ外食（計４回） 

２６～２７ 東海地区職員研修 

  ２７    サビ管現任研修（静岡） 

１０／４     静岡県通所施設連絡会 研究集会（浜松） 

  ２３    東部成人施設長会議（サンウエル） 

 １１／２０    通所施設連絡会研修（サンウエル） 

 １２／４     日中活動支援部会（サンウエル） 

   １３     静岡県通所施設連絡会スタッフ会議（静岡） 

   ２６     重心ネットワーク会議（三島） 

１／１６     静岡県知的障害者協会施設長会議（静岡） 

２／３      沼津市社会福祉協議会研修（太陽の丘） 

 １２      日中支援部会（サンウエル） 

 １４      静岡県自立支援協議会重心部会 

 ３／４      重心ネットワーク会議 

②安全対策 

・４／１１ 消防火災報知機点検  

・６／７  防災無線点検 

・７／1６  厨房エレベーター点検 

・10／17    火災報知機点検 

・11／18    消防立ち入り検査 

・12／19  消毒機の修理 

・１／10  エレベーター点検 

・１／27  ごきぶり駆除 

・避難訓練 月１回実施    

③保健衛生 

・ 毎月体重測定の実施 

・ ７／１７ 害虫駆除  

・ ４／１６ ８／１５ 浄化槽 貯水槽点検の実施   

・ ５／２９  健康診断（三島共立病院）  

・１１／１７ インフルエンザ予防注射 

④監査等 

  ５／１４ 監事監査 
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１１／１３ 静岡県車両の調査 

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） 

なし 

⑥地域活動支援事業 

・地域活動支援事業（見守り）延人数 １２２人   

⑦活動グループ実績 

自主製品２２８，２２９円・リサイクル品 ７６、６９９円      

                           計 ３０４、９２８円 

⑧ボランティア、見学者、実習について 

・ボランティア 

       時計商組合様                                              

   ・実習生 １２人 

  ⑨事故報告  ６件 

 

７．ビーンズ 事業報告 

① 行事・出張・その他 

４／２０     静岡県自閉症協会子育て研修会 

／２９     里・ビーンズまつり 

５／１０        静岡県通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

 ／１７     施設交流事業実行委員（１回目） 

／２０    「うどんや 叶」様からうどんの招待（１班） 

／２４     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     保護者会総会、ハイキング(狩野川さくら公園) 

６／4～5     全国知的障害者関係施設長等会議（東京） 

／１２     東部成人福祉施設長連絡会 

／１６     静岡県こどもの精神保健フォーラム 

／１７    「うどんや 叶」様からうどんの招待（２班） 

        外食レク(中華①) 

 ／20､21    東海地区知的障害関係施設長会議(三重県) 

 ／２１     外食レク（洋食①） 

／２４     「うどんや 叶」様からうどんの招待（計３回） 

沼津市福祉施設連絡協議会 施設長会議（ｻﾝｳｪﾙぬまづ） 

 ／       外食レク（計９回） 

７／ ５     静岡県知的障害者福祉協会医療・看護講座(１回目) 

／１９     静岡県知的障害者福祉協会職員研修Ⅰ 

／２１     音楽療法発表会(グランシップ) 
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９／       「エンゼルらんぷ」で外食 （計５回） 

 ／ ９     静岡県知的障害者福祉協会医療・看護講座(２回目)   

  

／26､27         東海地区知的障害関係施設長会議(豊橋市) 

10／4、5     静岡県知的障害者福祉協会 日中活動支援部会（浜松） 

 ／ ９     グループレク（東京ラスク工場見学、箱根等 計７回） 

／２３     東部成人福祉施設長連絡会 

11／2、3     あしたか地区センター祭り 

 ／１２     サービス管理責任者研修（１日目） 

／２０          静岡県知的障害者福祉協会 職員研修Ⅱ  

 ／２６     東部スポーツ大会(太陽の丘) 

 ／２９     静岡県知的障害者福祉協会 保健・医療部会研究集会(静岡)  

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) 

／ ７     障害者週間イベント(里と合同) 

／１３     静岡県通所施設連絡会スタッフ会議(静岡) 

静岡県知的障害者福祉協会臨時理事会(静岡) 

／18～22    愛護ギャラリー展出展、見学 

／２７     イヤーエンドパーティー 

１／16.17     静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会（浜松） 

／15～30    エンゼルらんぷでの外食 (5グループで実施) 

／３１     発達障害の人のためのグループホーム研修会（静岡） 

２／3.4      沼津市福祉施設職員研究交流会 

／       グループレク（水族館等 計６回） 

／１２     沼津市自立支援協議会日中活動部会 

／２１     静岡県通所施設連絡会施設長会議(静岡) 

３／ ７     静岡県社会福祉協議会、『福祉実践力』基礎講座(静岡) 

 ／１８     東部成人福祉施設長連絡会 

／19～24    福祉ふれあい広場（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ）出店、販売 

 

②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

５／１８    定期電気検査 

９／ ５     総合防災訓練を里と合同で実施 

９／２５    （株）Ｔ・Ｓ東部 消防設備点検 

10／ ７    沼津市消防署西分署立ち入り検査 

２／２０    （株）Ｔ・Ｓ東部 消防設備点検 
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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 （８/28） 

・沼津市歯科医師会 歯科検診（10/24） 

④監査等 

・５／１４      監事監査 

・９／１２    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）新規１台 

・10／２４    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（10 万円以上固定資産物品の購入・工事・修繕） 

車輌購入、エアコン清掃、車検、健康診断、浄化槽清掃                 

⑥利用状況（4月～3 月まで） 

a. 生活介護事業     延人数 ５，３８４人 

ｂ．地域生活支援事業  延人数      ６８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 １３６､９３７円 

⑧ボランティア、施設訪問者、実習など 

毎週火曜日（定期的）           

・実習 １１人  

⑨事故報告 ７件 

 

８．エンゼルらんぷ 事業報告 

① 行事、出張、その他 

４／／２９    里・ビーンズまつりに出店・販売 

５／１０        静岡県通所施設連絡会管理者会議（静岡） 

 ／１２     富士通お茶摘みフェスティバル出店・販売 

 ／１７     施設交流事業実行委員（１回目） 

／２１     保護者会総会 

６／ ２     のぞみまつりに出店・販売 

／4～5     全国知的障害者関係施設長等会議（東京） 

／１２     東部成人福祉施設長連絡会  

 ／20～21    東海地区知的障害関係施設長会議(三重県) 

 ／２４     沼津市福祉施設長会議 
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８／ ３     幼稚園納涼祭出店・販売 

／13、14    グループレクリエーション 

 ／２４     あしたか学園子供まつり 出店・販売 

10／１４     ぬまづ福祉まつり出店・販売 

／１９        あしたか太陽の丘 祭りに出店・販売 

 ／２３     東部成人福祉施設長連絡会 

／２６          輝望会後援会バザ―出店・販売 

11／2、3     あしたか地区センター祭り 

／２３     沼津市手をつなぐ育成会バザー出店・販売 

 ／２５     サービス管理責任者研修（２～３日目）  

／２６     東部スポーツ大会  

12／ ７     障害者週間イベント 

／１３     静岡県知的障害者福祉協会臨時理事会(静岡市) 

／２８     クリスマス会 

１／16.17     静岡県知的障害者福祉協会施設長等研修会（浜松） 

３／19～24    福祉ふれあい広場（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ）出店・販売 

②安全対策 

・毎月避難訓練を実施 

４／１２     火災報知器点検 

 ４／２２     浄化槽清掃 

９／ ３     総合防災訓練 

10／ ２     広伸防災消防設備点検 

２／１８     沼津市北消防署西分署立ち入り検査 

  ２／１９         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（8/20） 

④監査等 

・５／１４ 監事監査 

・10／２４ 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（10 万円以上固定資産物品の購入・工事・修繕）   

浄化槽汲み取り、Ｂ棟屋根周りテント等、Ｂ棟引き戸をサッシの交換                

⑥利用状況 

 ・就労継続支援Ｂ型事業              延べ人数 ４，５３１人 

⑦活動グループの実績 
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 受託作業、パン製造販売、喫茶店、引き出物・バザー等、味噌製造販売、自主製品販売、 

 クッキー製造販売等  合計収入 9,967,920 円  

 

⑧ボランティア、施設訪問者、実習など 

・ボランティア  活動ボランティア（定期的） 

・実習  １３人 

⑨事故報告 １件 

 

９．ミルキーウェイ事業報告 

①行事・出張・その他 

４／２    歓迎会 

５／８    在宅重症心身障害児(者)支援ネットワーク東部地区拡大幹事会 

 ／１０   静岡県知的障害者通所更生施設連絡会管理者会議 

 ／１３   在宅重症心身障害児(者)支援ネットワーク全圏域会議 

 ／２４   施設長等・主任者等合同会議 日中活動支援部会 

６／４    衛生栄養管理講習会 

／４、５  全国施設長等会議（東京） 

／７    駿東･田方圏域重症心身障害児(者)支援ネットワーク会議  

／１２、２６重症心身障害児(者)ケアマネジメント従事者養成研修 

 ／１２   東部成人福祉施設長連絡会 

／２０、２１東海地区知的障害関係施設長研究協議会(三重) 

 ／２４   沼津市福祉施設連絡協議会 

 ／２８   つばさ静岡料理教室施設職員向け 

 ／３０   関西看護ケア研究会摂食嚥下リハ研修(神戸) 

７／３    ウィルス感染予防のための研修会 

 ／５    静岡県知的障害者福祉協会職員研修所「医療・看護講座」 

／１９   通所施設等連絡会 職員研修Ⅰ 

 ／２０、２１全国重症心身障害児(者)日中活動支援協議会中部地区研修会(名古屋) 

８／２     静岡県知的障害者福祉協会職員研修所「心理学療法講座」 

／３    重症心身障害児(者)対応看護従事者養成研修 

／７、９  静岡県知的障害者福祉協会職員研修所「心理学療法講座」 

 ／１０       重症心身障害児者医療連携研究会 

 ／２２    重症心身障害児(者)ケアマネジメント従事者養成研修 

 ／２６    虐待防止法管理者研修 

 ／３０    夕涼み会 

９／６     グループレク（マリンスパ熱海） 
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 ／９     静岡県知的障害者福祉協会職員研修所「医療・看護講座」 

 ／１２   重症心身障害児(者)対応看護従事者養成研修実習 

 ／１３   重症心身障害児(者)対応介護従事者養成研修 

 ／２６、２７東海地区知的障害関係施設職員研究協議会（豊橋） 

 ／２７   相談支援従事者及びサービス管理責任者現任研修 

   １０／     グループレク（静岡空港等 計４回） 

     ／４、５   日中活動支援部会研究集会（浜松） 

          ／１０     在宅重症心身障害児(者)支援ネットワーク全圏域会議 

          ／２１     福祉サービス苦情解決研修会 

          ／２２     重症心身障害児(者)対応介護従事者養成研修実習 

          ／２３     東部成人福祉施設長研修会 

          ／２４     学校・施設を対象とした感染症・食中毒予防対策講座 

      １１／     グループレク（虹の郷等 計４回） 

          ／２０   静岡県通所施設連絡会職員研修Ⅱ 

          ／２１、２２サービス管理責任者等研修(児童発達支援管理責任者) 

          ／２９     保健・医療部会研究集会（静岡） 

１２ ／７    駿東･田方圏域重症心身障害児(者)支援ネットワーク会議  

／１３   県知協理事会、通所施設連絡会支援スタッフ会議 

        １／１６、１７県知協施設長研修会（浜松） 

         ／２４   在宅重症心身障害児(者)支援ネットワーク全圏域会議 

        ２／３，４   沼津市福祉施設職員交流研修会 

          ／１４     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 

          ／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 

          ／２１     通所施設連絡会施設長会議 

        ３／６       重症心身障害児(者)公開ネットワーク会議 

          ／８       重症心身障害児社医療連携研究会（つばさ静岡） 

          ／１１     駿東田方圏域自立支援協議会運営会議 

          ／１８     東部成人福祉施設連絡会 

②安全対策 

５／１３   建屋 ２年点検 

９／１４   火災報知機点検 

  ／２６      消防設備点検 

３／４        貯水槽点検 

  ／２０   消防設備点検 

    その他    避難訓練（月 1 回実施） 

③保健衛生 
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    体重測定   月１回実施 

    害虫駆除   ７／１６  厨房  

７／２７  活動室等 

    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   

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） 

建屋２年点検 

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  ５６９人 

    ･ライフサポート事業（宿泊）            延人数   ２８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 

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  レインボーハート様 

 ・実習生 １２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 ４４９人 

   

（２）放課後等デイサービス 

       契約数  ２０人     延人数 ２９７人  

（３）活動内容実績 

    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、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、砂遊び、足浴、遠足（日本平動物園） 
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１０．サポートセンターセンターこげら事業報告 

 

ケース相談件数：２１７０件 

発達障害者支援センター機能強化事業含む   

静岡県障害児（者）地域療育支援センター療育３事業実績：１８７件（訪問・外来） 

 

１１．その他事業報告 

 

平成 25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 4/21（日） 開校式 

（ボーリング） 

28人 4人 1人 

第 2回 5/19（日） 1日社会見学 35人 8人 7人 

第 3回 6/16（日） 七夕交流会 21人 2人 1人 

第 4回 7/21（日） カルチャー 25人 3人 3人 

第 5回 8/4（日） 映画 30人 2人 2人 

第 6回 9/15（日） バーベキュー 33人 5人 5人 

＊台風接近のため、安全を考慮し中止とした 

第 7回 10/20（日） ハイキング 24人 4人 2人 

＊ハイキングを予定していたが、雨天の為、室内にてビンゴ大会を行った 

第 8回 11/17（日） カラオケ 27人 2人 3人 

第 9回 12/15（日） クリスマス会 41人 2人 6人 

第 10回 1/19（日） 新年会 22人 5人 1人 

第 11回 2/16（日） 料理 20人 4人 2人 

第 12回 3/16（日） 閉校式 28人 2人 1人 

 

 


