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令和 1年度 事業活動の概況 
 

理事長 苅部 一夫 

 

理事、監事、評議員の皆様におかれましては、日頃よりご支援とご厚情を賜り心より感謝申し

上げます。 

さて、令和 1 年度の決算を終えましたので、事業活動の概況をご報告申し上げます。 

令和 1 年度は、日本列島が度重なる豪雨や台風に襲われ、最後には新型コロナウィルスの蔓延

で社会生活や経済活動に大きな打撃を受けた年でありました。幸い法人施設に大きな支障が出る

事態とならなかったのは、各施設の職員の不断の努力と関係各位のご支援の賜物と感謝しており

ます。 

そんな中、法人として今年度重点的に取り組んできたことが 3 点あります。 

一つは、「TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言事業所」の宣

言通知書を取得したことです。これは、部長級職と施設長級職

を構成員とする組織で東京都の補助金制度を利用しながら一

年を通して研修、制度整備などを行ってきました。 

働きやすい職場であるか直接職員にアンケートを実施したり、

年次有給休暇の 5 日以上取得したり、労働条件の改善や 2 年

連続の大幅な賃金改善も実行して名実ともに働きやすい職場

になってきたと自負しています。さらに国によるベテラン専門

職への賃金改善制度の応援もあって、3 級職は年俸 600 万円

に届く給与水準を達成できました。こうした処遇改善の取り組

みなども評価された結果であると思います。 

二つ目は、就労継続支援 B 型事業所の工賃アップの取り組みとして「しそすっきり」事業への

挑戦です。「東久留米ブランド認定商品」の濃縮ジュース販売の事業譲渡を受け、本部職員を中心

に、しその生産農家、加工業者、販売促進、販路開拓など精力的に活動してきましたが、事業譲

渡時点での加工業者との契約が継続できなくなる事態に追い込まれ、やむなく年度末をもって事

業終了と決断するに至りました。事前の調査・確認の甘さが原因であり、法人に損害を与えてし

まう結果となりました。 

 三つ目は、防災と事業継続に対する準備です。その中でも今年度はライフパートナーこぶしの 

①外柵万年塀の改修工事②非常用発電設備の更新工事の二つです。震災時に起こりうる塀の倒壊

を防ぎ、大規模停電時の必要最低限の電気供給を確保することができるようになりました。 

こうした取り組みにより、今年度も離職率が下がり、採用者も定着してくれています。そのため、

余裕のある人員配置が可能になった分、人件費率も高くなってきており、今後の給与制度に喫緊

の検討が必要であると考えています。 

また、利用者の高齢化に伴い、高齢対応の施設設備の整備も課題でしたが、今年度は主として障

害者専用施設を設計している設計会社と契約をし、ライフパートナーこぶしの大規模改修工事の

設計を進めてきました。これにより、次年度の公的補助金申請の具体的な足掛かりとすることが
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できました。 

 さらに、高齢化対応として、また新規事業を展望し、グループホーム建設地を探し検討をして

きました。オーナーのニーズや賃料、運営するための条件整備が可能か、あらゆる観点で事前の

市場調査をしており、現在も継続物件もあります。 

今年度の財務状況としては、約 2,157 万円の黒字でした。黒字幅（前年度比）としては、高く

ありませんが、概ね予算通りの収支であったと評価しています。 

収入の部では、たんぽぽの利用者数の増加やライフパートナーこぶしの短期入所の利用者数の

増加など、経営努力による増加があります。また、下半期 10 月から新たに始まった「特別処遇

改善手当」や「消費税分の加算」などの増額があります。「外柵」「非常発電」の補助金収入が約

1,335 万円を確保できました。 

支出の部では、賞与や勤勉手当、特殊勤務手当の新規導入、昇給、余裕のある職員の増員などで

人件費が大幅に増額してきています。また、前述の工事費用約 1,781 万円となり、今後も人件費

と修繕工事に大きな予算が必要になってくると予想しています。 

 最後に最終四半期には、新型コロナウィルス対策として、一部事業の縮減と職員の雇用維持、

リスク回避対策を実施した関係で緊急的な支出が発生しました。国が設けた雇用調整助成金など

の活用も図りながら、利用者と職員の健康と安全を第一に適切な対応を実施していきたいと考え

ています。 
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１、 本部の取り組み 

＜TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言＞ 

TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言取組状況 

取組状況 100% 

• 宣言年月日 2020 年 01 月 29 日 

• 宣言有効期限 2023 年 01 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

達成項目名 取組状況

運営方針・理念を明文化している 達成

採用前の職場体験や職場見学を実施するなど、求職者に対し職場環境に関する情

報を発信している
達成

求める人材像を明確にしている 達成

新規採用者を育成する体制を整備している 達成

階層、役割ごとの人材育成環境を整備している 達成

マニュアル等を整備し、人材育成に活用している 達成

外部研修、勉強会等職員の能力開発を奨励している 達成

キャリアアップの仕組みが整備されている 達成

仕事の成果・取組状況等に対する評価を実施している 達成

評価に応じて処遇改善する仕組みを整備している 達成

休暇取得、超過勤務縮減等に向けた取組を実施している 達成

仕事と育児・介護が両立できる取組を実施している 達成

健康管理（メンタルヘルス対策含む）に関する取組を実施している 達成

職場内でのコミュニケーション活性化のための取組をしている 達成

表彰制度など職員のモチベーションを高める取組を行っている 達成

苦情やクレームに対して、組織として対応する体制がある 達成

地域貢献や地域との交流を実施している 達成

事業報告 

年度当初、管理職が集まり上記項目の中から未達成である項目の抽出

を行い、人材育成・人事考課及び評価・労働環境改善・メンタルヘルス対

策が上がった。その後各担当に分け、途中東久留米市の事業である『人材

確保・生産性向上支援事業』への参加に伴い、社会保険労務士さんの力も

借りながら、制度の改革や取組の実践を行った。1 月 20 日に都の実地

調査を終了し、100％達成事業所として公表された。 

今後は、各項目の更なる充実や採用活動の母数確保に繋げていきたい。 

た
ん
ぽ
ぽ 

こ
ぶ
し 
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＜「しそすっきり」事業への挑戦＞ 

  2019 年 2 月、株式会社ユニワールド産業より赤しそ濃縮ジュース「しそすっきり」事業の譲

渡を受け、就労継続支援 B 型の利用者工賃アップと自主生産活動の主力商品となるものとして法

人本部も準備活動に加わりながら進めた。 

  利用者が積極的に関われる作業工程を模索しながら、食品を栽培・製造されている農家や製造工

場を始め、販売・流通・運輸という、分野を超えた多くの関係者と関わりながら事業を進めた。 

  しかしながら、事業準備から実際の生産・販売活動を通して取引先との提携や生産システム、利

用者活動の検証や全体収支などを見ながら進めていく中、当初想定されていた課題を上回る懸案

が噴出した。具体的には、 

１．生産の要となる近隣製造加工場との取り引きができなくなったため、急遽茨城の加工場と取り

引きを進めたが、生産・輸送コストが大きく膨れ上がったこと。 

２．煮出しを行う小手指作業場が東京都の福祉事業としては指定地域外になること、移動距離が長

く都内でも適切な店舗が無いこと、清瀬事業所隣地は設備・貯蔵・配送など移転が難しいこと。 

３．想定よりも経常収支差益が薄いため工賃の捻出が難しく、職員の業務負担も大きいこと。 

４．上記を踏まえ 2019 年 8 月の経常収支は 150 万円マイナス、利益確保は非常に難しいこと。 

  以上を踏まえ、事業全体の精査検証を重ねた結果、当法人において来年度以降に就労継続事業と

して稼働をさせる事は、現実的に困難であるという結論に至った。 

  商品在庫の完売または 2020 年 3 月 31 日をもって正式に「しそすっきり」事業の終了とした。 

  季節商品ということもあり事業開始から終了までわずか 7 か月という短い期間だったが、この

事業で得た知識や経験を大切にして、来年度以降もこうした商品や活動に関われるよう積極的に

チャレンジしていく。 

＜防災と事業継続に対する準備＞ 

① ライフパートナーこぶし 外柵工事 

2018 年に発生した大阪北部地震によるブロック塀倒壊被害を踏まえ、ブロック塀等の

倒壊による人的被害を防ぐための補助金交付実施に伴い、利用者の安全確保のため施設開

設前から敷地境界にある万年塀を解体、新規ブロック・フェンス工事を 1 月に完了した。 

 

② ライフパートナーこぶし 非常用自家発電機更新工事 

近年の地震等災害の被害を踏まえ、社会福祉施設等の非常用自家発電設備の整備促進に伴

い、経年劣化の恐れのある既存自家発電機を撤去し、災害時スプリンクラー作動と共に電

源供給も可能な機能のある自家発電機工事を３月に完了した。 

 

③ 法人本部  新型コロナウィルス感染症拡大防止のための事業継続計画(BCP)推進 

2019 年 12 月に中国で集団発生し、年明けから春先に掛け日本に急速に拡大した新型肺

炎対策として防止対応と関係者感染時の事業継続を踏まえて、法人独自の感染症対応版の

事業継続計画(BCP)を作成した。この BCP は翌年度（令和 2 年度）も継続し対応。 
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２、 人事配置 

＜入職者 と 離職者＞                 ※3 月３１日付退職者を含む。 

 こぶし たんぽぽ 本部 合計 

入職者 9 名 1 名 1 名 +11 名 

退職者 4 名 0 名 0 名 -4 名 

増減 +5 名 +1 名 +1 名 +7 名 

※休職者 2 名（育児）  

 

３、 ライフパートナーこぶし 

① 職員状況 

4 月に新卒・中途合わせて 4 名採用。また清瀬事業所では、工賃アップの為正規 1 名・パー

ト 3 名を採用した。退職者は、正規 1 名・パート 3 名。異動者は、6 月たんぽぽへ 1 名。 

☆年度末職員数 50 名 

施設長・1 サービス管理責任者・1 相談支援専門員・1  

支援員・34（男性 9 女性 25） 

管理栄養士・1 看護師・3 作業療法士・１ 事務・4 営繕・整備・2 

休職者（育児）・2 

 

② 利用者状況 

○ 入退所状況 

 入所者 退所者 

４月 〇就労 B 男性 1 名 

 ※生活介護から異動 

〇就労 B 男性 1 名（新卒） 

 

6 月  〇就労 B 女性 1 名（精神状況の悪化） 

12 月 〇就労 B 女性 1 名  

2 月  〇就労 B 男性 1 名（転居） 

 

☆年度末利用者数 

 入所 生活介護 就労Ｂ型 

定員 30 名 35 名 10 名 

年度末利用者数 30 名 38 名 9 名 

年度内増減 ― ― -1 名 
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○ 健康状況 

今年度も昨年に引き続きインフルエンザ罹患者は０であった。また年度末から猛威を振るっ

た新型コロナウィルスも、今日現在（5/11）影響はない。入院については、同一利用者で

肺炎（15 日間）と持病手術（3 日間）であった。 

女性入所者で常時車椅子を使用する利用者が、褥瘡を発症した。またそれに伴う炎症とみら

れる発熱などもあり、今後も継続して治療および予防対策が必要である。 

○ 利用稼働率 

事業名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和 1 年度 

施設入所 96.3％ 97.3％ 97.4％ 

生活介護 94.7％ 96.9％ 94.8％ 

就労 B 型 93.2％ 92.7％ 88.1％ 

短期入所 55.1％ 46.1％ 70.1％ 

 

③ 令和 1 年度努力・成果指標に対する評価 

(ア) サービスの質の向上 

○ 利用者の QOL 向上を目指し、職員のアンケートや会議での価値観のすり合わせを実

施。また生活介護での各活動プログラムについても、定期的なプログラムの PDCA を

行うことによって、活動の定着や利用者の発達に寄与した。 

○ 清瀬事業所では、外部販売の強化・原価率や喫茶メニューの見直しなどを行い、売上

が増加した。その結果、工賃平均額は 1 万円を超え、令和 2 年度より報酬単価がアッ

プした。 

(イ) サービス提供職員の資質向上 

○ 高齢化対策として、支援員・看護師・作業療法士などの協働により高齢者向けプログ

ラムを開始した。また介護技術習得のため、近隣の特別養護老人ホーム職員による研

修を予定し準備を進めていたが、新型コロナウィルスの流行により開始は延期となっ

ている。 

○ 人権プロジェクト会議を毎月実施し、全体会議内で 1 年を通して職員への権利擁護意

識向上に向けたミニ研修を実施した。またポジティブワードや利用者の成長や良い点

を記録するにやりほっと記録の推奨により、職員自身の利用者に対する視点に変化が

見られている。 

○ OJT を推進するため、トレーナー同士の情報交換やトレーナー・トレーニーとの面談

を行うことにより、職場全体の雰囲気が活性化された。また業務上のコミュニケーシ

ョンも活発となり離職も減少し、第三者評価時の職員満足度は非常に高い結果となっ

た。 

(ウ) サービス提供環境の改善 

○ 法人全体での取り組みであるが、全職員へのストレスチェックを全員実施することが

できた。毎月の管理職会議では、各担当内で抱えている問題や職員の変化に対して、

管理職全体で共通認識を持ち、解決に向けた対策についても検討し、課題解決を図れ

た。 
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○ 職員の定着や計画的な所得を奨励により、対象者全員が有給取得 5 日を達成し、取得

率も 79％と向上した。また事務時間の確保やパートナールームの改善に伴う休憩場

所確保などにより、効率的業務推進が図られ労働時間削減に努めた。 

 

 

４、 たんぽぽ 

①職員状況（令和２年 3 月 31 日現在） 

☆年度末職員数 １７名 

施設長・1  サービス管理責任者・1  支援員・１０（男性４ 女性６） 

事務・１    運転手・２  看護師・１   嘱託医・１ 

  

利用者の在籍に対して多めの職員を配置し、年度途中での離職者もなかったため、余裕をも

って支援や業務を進めることができた。 

職員 入職者 異動・退職者 内容 

４月 
女性１名  中途支援員 

男性１名  中途支援員  こぶしより異動 

５月 男性 1 名  中途支援員  こぶしより異動 

合計 男性２名、女性１名   

＜３月末の退職者・異動者は、なし＞ 

 

②  利用者状況（令和２年 3 月 31 日現在） 

利用者 入所者 退所者 内容 

４月 生介 男性１名  高校卒業後入所 

５月 生介 女性１名  他事業所（生活介護 週３日限定）から 

９月 

就 B 男性１名 

就 B 女性１名 

 

 

 

生介 女性１名 

他事業所（特定子会社→就 B）から  

他事業所（就 A）から  

介護サービスへ移行 

合計 

就Ｂ 男性１名 

就 B 女性１名 

生介 男性１名 

生介 女性１名 

生介 女性１名 

就Ｂ：２名増 

生介：２名増 

   １名減 

たんぽぽ利用者 最終合計  ３８名  （就 B 2８名、生介１０名） 

たんぽぽ利用者 定員    ４０名  （就 B 2８名、生介１２名） 

・昨年に引き続き、利用者を増員することができた。 

・他事業所からたんぽぽに移られた利用者が多く、いずれの方も楽しく通所されている。 

・退所者については、高齢のため安全を配慮して介護サービスに切り替えられた。現在、

デイサービスを利用されている。  
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③  利用稼働率（対 現員実績） 

事業名 平成２９年度 平成３０年度 令和 1 年度 

就労継続支援Ｂ型 87.１％ 81.７％ 77,8％ 

生活介護 77.１％ 77.1％ 79,6% 

・就 B は、体調や通院のため、毎日通所できない方も含めて受け入れているため、全体の 

 利用率は下がってきている。 

（週２日・・・２人  週３日・・・２人  週４日・・・2 人） 

 毎日通所する予定の方々の平均利用率は、８２，１％になっている。 

 

④ 令和 1 年度努力・成果指標に対する評価 

【サービスの質の向上】 

○ 就 B では、丁寧な仕事ぶりを評価していただき、新規の受注先を紹介してもらうこと

ができた。直接の依頼も増えてきている。数か所の事業所の拠点となり、集まった製

品の納入も行っている。新規の受託も請け負い区立図書館の清掃に取り組んでいる。 

○ 就 B の平均工賃が昨年度は 7,322 円であった。今年度は目標を 9,000 円に設定し

た。利用者の人数も増え、全体的に作業能力も向上したことから、就労における収入

が増え、平均工賃は 8,770 円となり、大幅に増額することができた。 

○ 生活介護では、利用者の実態を十分把握するとともに、目標をもって活動に取り組め

るように励ます手立てを準備したり、利用者の意見を生かした活動の工夫をしたりし

て、支援の充実を図ってきた。特に、調理においては、各自の分担を明確にしたこと

で利用者が意欲的に行動することが多くなった。音楽療法では、一人一人の力を十分

発揮しながら、年度末に発表会を行うことができた。 

〇 生活介護の農園芸の活動では、ボランティアの協力を得ながら、綿の育成・収穫を行 

った。収穫後、ボランティアと「綿繰り」の体験をしたあと、リース作りに取り組 

み、造形作品を仕上げて楽しむことができた。 

   〇 地域交流として、近隣小学校の４年生「総合的な学習の時間」の授業における『障害

者理解』について、学校を訪問してお話をしたり、児童がたんぽぽを訪問したりする

などの交流を実現することができた。 

   〇 週１回のクラブ活動（音楽・和太鼓・絵画）での成果を地域の高齢者施設で披露した

り、区の展覧会に出品したりした。また、自主生産品を地域の施設やお祭りで販売す

る機会も増えた。地域との交流・連携を積極的に図り、利用者が達成感を感じること

ができた。 

 

【サービス提供職員の資質向上】 

○ 人権擁護委員会を開催し、研修部と連携しながら、利用者の権利擁護・虐待防止に関

する研修を行った。「ストレスレスチェック」および「虐待防止チェックシート」を行

い、自身および事業所全体の支援の振り返りと職員の意識向上を図ることができた。 

○ 全職員が、積極的に外部研修に参加し、自身のスキルアップや資質向上に活用した。

所内研修では、ケース検討を中心としてより良い支援の在り方について協議を重ね、
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講師から助言もいただき、研修内容を迅速に現場で生かすことができた。 

○ 立位および歩行の困難な利用者を受け入れた際、支援が適切でなく転倒させてしまう

事例が発生した。怪我には至らなかったが、今後、利用者の障害の重度化および高齢

化に対応できる支援スキルを確実に身に付ける必要がある。 

 

【サービス提供環境の改善】 

○ 地域ボランティアの募集広報を積極的に行い、行事や日々の活動に参加していただい

た。新規の方は２名。日常的に来所いただいている方は８人。たんぽぽまつりには２

１人のボランティアにお世話になった。祭りをきっかけとして、日常的なボランティ

アを申し出てくださった方もいらした。 

   〇 福祉サービス第三者評価を実施。利用者がたんぽぽでの活動に満足していると答えた 

割合は、就 B が８６％、生介は１００％の結果であった。今後はさらに、利用者の思 

いや要望を聞き取る努力を継続して支援に生かしていく。 
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評議員会・理事会開催報告  
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１ 福祉サービス活動の収支 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和 1 年度 

収入 332 百万円 341 百万円 342 百万円 339 百万円 352 百万円 370 百万円 

支出 241 百万円 267 百万円 285 百万円 290 百万円 298 百万円 327 百万円 

収支差額 91 百万円 74 百万円 57 百万円 49 百万円 54 百万円 43 百万円 

 

※ 収入：基本報酬 + 加算報酬 + サービス推進費   

※ 支出：人件費、事務費、事業費 

  

 

 

２ 現金預金残高 

 平成２６年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和 1 年度 

全体額 299 百万円 361 百万円 376 百万円 432 百万円 455 百万円 474 百万円 

本 部 73 百万円 109 百万円 92 百万円 116 百万円 117 百万円 125 百万円 

こぶし 191 百万円 219 百万円 249 百万円 278 百万円 296 百万円 306 百万円 

たんぽぽ 35 百万円 32 百万円 ３５百万円 38 百万円 42 百万円 43 百万円 

※日常の運営費、小口現金以外は、可能な限り定期預金に貯入している。 

 

3 各施設の報酬額と人件費の推移 

（１）ライフパートナーこぶし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本の収入となる「報酬とサービス推進費の合計額」の推移。昨年より 270 万円の増収で

寄付金収入 ４２万円 

財務の概要 
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あった。 

 

 

人件費の推移 

6 月と 12 月は、賞与 1.7 か月と勤勉手当を支給した。3 月に特別処遇改善手当を支給した。

賞与と勤勉手当の合計は、個人差があるが約 5 か月分の支給となった者が多い。4 月と 10 月が

他の月より多いのは、通勤手当を 6 か月分一時に支払っているからである。今年度は、毎月 1 千

万円余と人件費に大きな変動はなかった。 

 

こぶし 主な収入に対する人件費比率 

年間の主な収入 約 2 億 5 千４百万円 

年間の人件費支出 約 1 億 4 千９百万円 

人件費比率 約 70％ 

 

 

（２）たんぽぽ 
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生活介護、B 型ともに登録者が増えているため、収入額としては、昨年度より 980 万円あま

り増収であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月と 12 月は、賞与 1.7 か月と勤勉手当を支出した。3 月に特別処遇改善手当を支給した。

賞与と勤勉手当の合計は、個人差があるが約 5 か月分の支給となった者が多い。4 月と 10 月

が他の月より多いのは、通勤手当を 6 か月分一時に支払っているからである。 

たんぽぽ 主な収入に対する人件費比率 

年間の主な収入 約７千百万円 

年間の人件費支出 約５千 7 百万円 

人件費比率 約８1％ 

 

（3）清瀬事業所 
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清瀬事業所では、昨年度比で 61 万円の増収であった。 

 

 

きよせ 主な収入に対する人件費比率 

年間の主な収入 1,518 万円 

年間の人件費支出 1,936 万円 

人件費比率 127.5％ 

職員を増員したため、人件費も増加し、赤字となった。 

 

（４）法人全体のサービス活動収益と人件費 経常増減差額の推移 （以下 単位 百万円） 

 

年間の推移をみると、収入は大きな変化はなく、横ばい。12 月と 3 月の賞与、処遇改善一

時金で人件費が大きく膨らんでいる。（6 月の賞与分は、平成 30 年度決算に計上） 
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サービス活動収益 

報酬  H25  H26 H27 H28  H29 H30 R1 

合計 （百 万 円 ）  292  300  304  344  314  327 341 

 

人件費 

人件費  H25 年  H26 年  H27 年  H28 年  H29 年  H30 年  R1 年  

年額 （百 万円 ）  151  165  181  212  208  227  249  

比率  52 .05%  55 .02%  58 .71%  61 .62%  61 .18%  67 .3%  73 .0%  

 

事業活動収支差額 

  H25 年  H26 年  H27 年  H28 年  H29 年  H30 年  R1 年  

合計 （百 万 円 ）  80  85  74  41  51  38  22  
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人件費以外の主な支出 

こぶし 非常発電機更新工事 11,957,000 円 

こぶし ブロック塀更新工事 4,950,000 円 

こぶしエアコン更新工事 2,160,000 円 

こぶし、たんぽぽＬＥＤ交換工事 1,546,452 円 

こぶし防犯カメラ新設工事 1,312,416 円 

 

令和 1 年度末の福祉充実残額    0 円 

役員報酬額 限度額 7,000,000 円 実績額 6,547,776 円 

 

 平成 31 年 4 月 ・職員昇給（ほぼ全職員） 

・入職式（1 日） 

・新任研修（1～5 日） 

・行政機関・福祉事務所 挨拶 

・東久留米市氷川台自治会 総会（7 日） 

・知的障害のすまいを考えるセミナー参加（20 日） 

・ＩＴ補助金を活用した勤務表の自動作成システム導入 

・しそすっきり事業開始 

令和 1 年 5 月 ・しそすっきり事業 小手指事業所開始 

・ＬＥＤ照明更新工事 

・たんぽぽ空調機更新検討 見積もり 

・しそすっきり事業 加工工場の選定 

・各調査 回答 

・福祉充実計画 作成 

・監事監査（17 日、20 日） 

・しそすっきり事業 飲料水製造業営業許可取得 

6 月 ・新卒採用選考 

・しそすっきり事業 事業引き継ぎ会議 

・たんぽぽ空調更新工事 見積もり 

・都主催 グループホーム開設説明会 

・理事会（2 日） 

・定例評議員会 開催（16 日） 

・情報管理 コンサル（環境保守業務）契約 

本部の事業活動  役員業務報告 
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・こぶし大規模修繕計画作成依頼 ゆう設計事務所（18 日） 

7 月 ・東京都補助金入札説明会出席（4 日） 

・こぶし電話機更新工事（6 日） 

・情報管理 コンサル（11 日） 

・次期給料システム選定 大塚商会（16 日） 

・新規事業グループホーム候補地 DaiwaHouse（12 日） 

・東久留米市社会福祉法人連絡会出席（18 日） 

8 月 ・臨時理事会（5 日） 

・たんぽぽ電話機交換工事（7 日） 

・清瀬市社会貢献事業協議会出席（6 日） 

・臨時理事会 特定処遇改善加算 手当について 

9 月 ・東久留米市社会福祉法人連絡会（2 日） 

・福祉保健局居住支援課 訪問 

・新規事業グループホーム候補地検討 DaiwaHouse（10 日） 

・こぶし非常発電機更新工事、ブロック塀工事現場説明会（10 日） 

・同 入札（20 日） 

・こぶし電話機更新工事（25 日） 

・ＩＴ ＲＡＤソリューション（26 日） 

10 月 ・情報管理コンサル OFFICE GK（1 日） 

・練馬区障害福祉課長 訪問（1 日） 

・採用選考面接（2 日） 

・こぶしブロック塀工事、非常発電機工事契約 

・しそすっきり事業 終了準備 

・理事会（27 日） 

・ＩＴシステム ＲＡＤソリューション 

11 月 ・新規事業対象物件の検討 

・勤怠管理についてのコンサル 柳川社会保険労務士 

・こぶし大規模修繕計画 ゆう建築設計事務所（5 日） 

・任用前研修（20 日） 

・マンパワーグループ研修会（22 日） 

・昇任選考（24 日） 

・清瀬市社会貢献協議会 参加（27 日） 

12 月 ・新規事業対象物件の視察（3 日） 

・情報管理コンサル OFFICE GK（9 日） 

・こぶし大規模修繕計画 ゆう建築設計事務所（10 日） 

・任用前研修 

・社会福祉法人マザアス グループホームの視察見学 

・たんぽぽ空調更新工事現地確認 

・次年度 年間予定作成 
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・小平生活リハビリ 六三四訪問見学（5 日） 

１月 ・氷川台自治会新年会出席（4 日） 

・グループホームたきやま 訪問見学（7 日） 

・新規事業グループホーム候補 建築 DaiwaHouse 

・こぶしブロック塀工事 都検査（28 日） 

・人事考課面談 

2 月 ・氷川台自治会 第 3 回地域懇談会（1 日） 

・高齢者介護施設訪問、視察（17 日） 

・ゆう設計 ＷＥＢ会議（20 日） 

3 月 ・人事考課 降給者および年度末面接実施 

・給与システム契約更新  業者打ち合わせ 

・福祉施設・新規事業製造所 訪問 

・定時理事会（電磁的に変更） 開催 

・評議員会（電磁的に変更） 開催 

 


