
 

社会福祉法人 虹の会   2017年度事業報告 

 

（１） 理事会の開催 

 

第１回 2017年 6月 12日（月） 

第１号議案  ２０１６年度事業報告案について 

第２号議案  ２０１６年度決算案について 

第３号議案  監事監査報告 

第４号議案  経理規程の一部改定について 

第５号議案  定時評議員会について 

第６号議案  次期理事・監事候補者について 

 

 

第２回 2017年 6月 26日（月） 

           第１号議案  第１号議案 理事長の選任について 

 

 

第３回 2017年 8月 9日（水） 

第１号議案  役員等報酬規程（案）について 

第２号議案  第２回評議員会の目的である事項（議案）について 

第３号議案  第２回評議員会の決議の省略について 

第４号議案  旅費規程（案）について 

第５号議案  準職員等就業規則の改定（案）について 

第６号議案  理事長職務執行状況の報告について 

第７号議案  その他 

 

 

第４回 2017年 12月 25日(月） 

第１号議案 正規職員就業規則改定案について 

第２号議案 準職員等就業規則改定案について 

第３号議案 給与規程（正規職員）改定案について 

第４号議案 出張旅費規程改定案について 

第５号議案 経理規程改定案について 

第６号議案 経理規程細則改定案について 

第７号議案 勘定科目説明改定案について 

第８号議案 隣接の建物及び土地(駐車場)の使用貸借契約(無償)について 

第９号議案 その他 

 

 

 



第５回 2018年 3月 27日（火） 

第１号議案   ジョイジョイワークすばる事業種別変更について 

第２号議案  もみじ銀行借入について 

第３号議案  施設整備等積立金取崩しについて 

第４号議案  2017年度 補正予算案について 

第５号議案  2018年度 収支予算案について 

第６号議案  2018年度 事業計画案について 

第７号議案  正規職員給与規程改定案について 

第８号議案  正規職員就業規則改定案について 

第９号議案  準職員等就業規則改定案について 

第１０号議案 理事長職務執行状況の報告について 

 

 

（２） 評議員会の開催 

 

第１回 2017年 6月 26日（月） 

第１号議案  ２０１６年度事業報告案について 

第２号議案  ２０１６年度決算案について 

第３号議案  監事監査報告 

第４号議案  次期理事・監事の選任について 

 

第２回 2017年 8月 20日（日） 

           第１号議案  役員等報酬規程について（書面決議） 

 

 

(３) 施設運営 

 

１．事業内容・利用定員  

●福祉事業 

指定生活介護事業     ジョイジョイワークたかにし  （30人） 

指定生活介護事業     ジョイジョイワーク加茂     （10人） 

日中一時支援事業     ジョイジョイワークたかにし  （3人） 

日中一時支援事業     ジョイジョイワーク加茂     （3人） 

特定相談支援事業     ジョイジョイワークはあとふる 

共同生活援助事業     ジョイジョイワークあすか  (介護包括型) （10人） 

共同生活援助事業     ジョイジョイワークなないろ (介護包括型) （7人） 

短期入所事業        ジョイジョイワークあすか  （2人） 

就労継続支援Ｂ型事業   ジョイジョイワークすばる （20人） 

 

●公益事業 

福山市コミュニティセンター福祉事業 

 

 

２．事業運営基本  

利用者の尊厳にふさわしい処遇を保障し、必要なサービスを提供する。 

 



  ３．利用者の処遇 

施設を利用される人たちの暮らしが、より豊かな活動や地域生活ができるよう、心身の健康  

保持機能の回復に努めるとともに、利用者の意思決定支援に重点を置いた運営に取り組み 

ました。 

 

４．健康管理 

 嘱託医と契約を締結し、年２回の健康診断を実施しました。 

 

５．防火計画 

    全事業所において消防計画に基づき、防火訓練を２回実施しました。うち１回は消防署職員    

立ち合いのもとで実施しました。 

        

 

（６） 利用者数 

 

（主）ジョイジョイワークたかにし・加茂（生活介護）  登録人数  定員 40人 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

利用者数 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 37 37 

 

ジョイジョイワークあすか（共同生活援助）  登録人数  定員 10人 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

利用者数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

ジョイジョイワークなないろ（共同生活援助） 登録人数  定員 7人 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

利用者数 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 

 

  ジョイジョイワークあすか（短期入所） 延べ利用者数 定員 2人 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

利用者数 42 47 43 50 50 47 48 50 62 60 59 57 

 

ジョイジョイワークすばる（就労継続支援Ｂ型） 登録人数  定員 20人 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

利用者数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 

 

ジョイジョイワークはあとふる（特定相談支援） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

サービス等

利用計画 
0 5 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 

モニタリング 0 2 4 0 0 3 2 6 3 3 2 4 

合  計 0 7 6 0 1 4 2 7 5 3 2 5 

 



（７） 職員配置状況・活動状況 

 

（ア） ジョイジョイワークたかにし・加茂（生活介護） 

      管理者１名、サービス管理責任者１名、看護師３名、生活支援員１８名、調理員１名 

      生活支援員及び看護師の常勤換算数 １５．７名 

       

ジョイジョイワークたかにし・加茂では、利用者の基本的人権を尊重し、本人の尊厳や利益が

損なわれないよう、相手の立場をよく理  解し、施設を利用される人たちの暮らしが、より豊か

な活動や地域生活ができるよう、心身の健康保持と機能の回復に努めました。 

活動は個人の能力に合った活動内容を準備し、グループ別に活動し、文化的な暮らしの維持

向上のために、クラブ活動・専門部活動の時間を設け活動しました。 

利用者自らがやってみたい事、行ってみたい所、体験したい事などの意見を出し合い、日々

の活動に反映させていくための ｢夢の会｣などの活動を行いました。 

2017年度は、喀痰吸引等の資格を取得した職員により、経管栄養や喀痰吸引などの医療的支

援を必要とする利用者への支援を充実させ、最重度の利用者がより安心して過ごせるよう体制

強化に取り組みました。 

 

〇 日中の活動内容 

     日中の活動の内容として、午前中活動グループは、大きく３つに分かれ、個人の能力に合った 

活動に参加していただきました。 

 

      優遊ライフ・・・障害の重い人たちを中心に体力づくり、レクリエーション活動、重点的な健康管

理などを行いました。 

      愛 友 班・・・木工制作（ゲタの貯金箱・積み木）、ポプリづくりなど生産活動と合わせて、体力 

づくりなどの運動を行いました。 

      営 農 班・・・本郷町の畑を借り、野菜の栽培など営農活動など、より強い体づくりを主に、木

工制作（ゲタの貯金箱・積み木）、ポプリづくり等の生産活動を行いました。 

              

     その他の活動内容 

     ・保育所交流    月に一度、高西保育所を訪問しての交流活動を実施しました。 

     ・入 浴    毎週火曜日に男性 ・ 木曜日に女性の入浴を行ないました。 

     ・クラブ活動    毎週月曜に、スポーツクラブ・家庭科美術クラブ・音楽クラブを実施しました。 

又、専門部活動活動として、スポーツ競技、茶華道、バンド活動を実施しました。 

     ・夢 の 会    月に一度、利用者の自治活動 ｢夢の会｣を行ない、自分たちが受けたいサービ 

スや買い物や喫茶などの野外活動などの話し合い、活動に反映しました。 

     ・野外活動    夢の会で決定した意見に基づき、できうる限り希望をかなえるよう活動を行いま 

した。 

 

 

（イ） ジョイジョイワークあすか（共同生活援助及び短期入所） 

      管理者１名、サービス管理責任者１名、生活支援員１6名（看護師１名含む）、世話人 7名 

      生活支援員の常勤換算数 6.3名 

      世話人の常勤換算数 2.8名  

 

〇ジョイジョイワークあすかは、特に重度の身体・知的障がい者が地域において生活を行う上

で、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談

及び助言、その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の援助を行いました。 



2017年度は、介護福祉士の資格を所持する職員１名が、喀痰吸引等の資格を取得し、経管  

栄養や喀痰吸引などの医療的支援を必要とする入居者に対応し、看護師が不在の時間帯 

においても最重度の入居者がより安心して過ごせるよう体制の強化を図りました。 

また、短期入所事業においては、在宅の障がい者の方に、短期間の宿泊サービスを提供す 

ることにより、介護者であるご家族の身体的・精神的軽減を図り、より良い地域生活が継続で 

きるよう援助することを目的として、一時的な入浴や排せつ、食事などの支援を行いました。 

 

 

（ウ） ジョイジョイワークなないろ（共同生活援助） 

      管理者１名、サービス管理責任者１名、生活支援員 8名、世話人 5名 

      生活支援員の常勤換算数 3.1名 

      世話人の常勤換算数 1.8名  

 

     〇ジョイジョイワークなないろは、障がい者が地域において生活を行う上で、入浴、排せつ及び 

食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他関係 

機関との連絡、その他の必要な日常生活上の援助を行いました。 

 

 

（エ） ジョイジョイワークすばる 

      管理者１名、サービス管理責任者１名、生活支援員 3名、職業指導員１名 

      生活支援員の常勤換算数 2.5名 

      職業指導員の常勤換算数 1.0名 

 

〇ジョイジョイワークすばるは、障がいの程度に関わらず就労を希望する方に働く場を提供する 

事をめざし運営を行いました。日課では松永の伝統産業であった「下駄」に因んだ下駄の貯 

金箱やバラの町福山に因んだバラ製品などの製作販売を行いました。 

菓子製造部門では、すばるオリジナルのカランコロン煎餅やプロバスケットチーム「広島ドラゴ 

ンフライズ」とのコラボせんべいの生産販売などを行いました。 

飲食部門では、たこ焼き、アイスクリーム、ぜんざい、かき氷などの製造販売を行いました。 

２０１８年 1月からは特に地元からの要望が多かった「たこ焼き」の販売を開始したことにより、 

来客数の増に繋げるなど利用者の工賃向上に全力で取り組みました。 

 

 

（オ） ジョイジョイワークはあとふる 

      管理者１名、相談支援専門員１名 

   

 〇ジョイジョイワークはあとふるは、開設から２年が経過し、セルフプランの方や他の相談支援事

業所からの切り替え等により、前年度の課題でもあった契約数の増加を図ることができました。

事業内容では、利用者さんの意思及び人格を尊重し，常に利用者さんの立場に立った相談支

援に努め、利用者さんの心身の状況や置かれている環境等に応じて，利用者さんの意思が尊

重されるサービス提供に努めました。 

 

 

 

 

 

 



（法人全体） 

月 行       事 職  員  研  修 ・ 会 議 

４月 

・虹まつり 

・加茂青空広場 

・あしあとマーケット参加 

職員会議    ・ケース会議 

広島県知的障害者福祉協会 役員会 理事長 

中国地区知的障関係施設長会議（岡山） 理事長 

福山市地域福祉貢献活動協議会 理事長 

５月 

・あしあとマーケット参加 職員会議 

福山市障害者(児)施設連絡協議会役員会 理事長 

福山市地域福祉貢献活動協議会 理事長 

第１回法人職場内研修 

６月 

・あしあとマーケット参加 職員会議 

福山市障害者(児)施設連絡協議会役員会 理事長 

福山市地域福祉貢献活動協議会 理事長 

広島県知的障害者福祉協会 役員会 理事長 

ビジネスマナースキルアップ実践セミナー（柳井・橋本） 

７月 

・七夕 ・夏まつり 

・あしあとマーケット参加 

・たかにし 20周年記念式典 

職員会議    ・ケース会議 

全国知的障害関係施設長会議（東京） 理事長・藤原理事 

福山市障害者(児)施設連絡協議会役員会 理事長 

福山市地域福祉貢献活動協議会 理事長 

給食施設研修会（吉永） 

８月 

・あとマーケット参加 

・車いす＆アイマスク体験学習 

職員会議 

福山市共同募金委員会（理事長） 

相談支援従事者初任者研修（宮地・後藤） 

９月 

・あしあとマーケット参加 

・加茂夕涼み会 

職員会議   ・ケース会議 （モニタリング会議） 

広島県知的障害者福祉協会 役員会 理事長 

福山市権利擁護部会（神竹） 

人権擁護研修（笠川） 

全国社会福祉法人経営者大会理事研修（三重県） 藤原理事 

感染症予防対策研修（萩原） 

１０月 

・ふれあい福祉まつり参加 

・あしあとマーケット参加 

職員会議  

福山市社会福祉施設連絡協議会（理事長） 

ＮＰＯ法人ひこばえ理事会（藤原理事） 

基本的介護技術研修 吉永職員・島谷職員 

第２回法人職場内研修 

11月 

・あしあとマーケット参加 

・福山こどもフェスタ参加 

・災害時避難訓練「我が町知っとこ隊」 

・高西町文化祭 

職員会議   ・ケース会議 

福山市人権フェスタ実行委員会（笠川） 

広島県日中活動支援部会会議 

サービス管理責任者研修（宮地） 

児童発達支援管理責任者（後藤） 

強度行動研修（笠川・村上） 

１２月 

・クリスマス会   

・家族会親睦交流会（餅つき） 

・あしあとマーケット参加 

職員会議 

フレンドリーピック松永カープヂェー実行委員会（理事長） 

福山市人権学習研修会（理事長講演） 

日中活動支援部会全国大会 理事長・笠川・元屋 

１月 

・あしあとマーケット参加 職員会議 

法人内新人職員基礎研修 

 

２月 

・あしあとマーケット参加 

・松永カープヂェー参加 

 

職員会議  ・ 第3回法人職場内研修 

福山市障害者(児)施設連絡協議会役員会 理事長 

広島県知的障害者福祉協会 役員会 理事長 

福山市総合支援協議会 理事長 

よりよい人間関係を作るための研修 中木職員 

社会福祉法人会計実務者決算講座（大阪） 藤原理事・建部事務局長 

３月 

・ひな祭り 

・あしあとマーケット参加 

職員会議     ・ケース会議 （モニタリング会議） 

福山市障害者(児)施設連絡協議会総会 理事長 

 

 



  （９）   地域交流 

      

地域交流の大きな柱として、春の「虹まつり」、夏の「夜店」、冬の「もちつき大会」の行事を開催

し、春や夏の行事では毎年４００名以上の地域住民の皆様に会場にお越しいただいており、会

場での施設活動報告パネル展をはじめ、多くの人と 実際にふれあう事ができた。 

 

(１０)  地域貢献への取り組み 

      〇車いす＆アイマスク体験学習（第２１回）  2017年 8月 19日開催 

地元の子どもたちを対象に「車いす＆アイマスク体験学習」を開催し、車いすとアイマスクを

使用しながら、実際に電車乗車体験や買い物などの体験を行っていただき、障がいのある

人にとって私たちの街が安全かつ安心して暮らせる街なのかを考えていく学習会を開催し

ました。 

 

〇災害時避難経路体験学習 「我が町知っとこ隊」（第 4回）  2017年 11月 11日開催 

地元の子どもたちや地域住民の方を対象に災害時の避難時に支援を必要とする要援護者 

が安全に避難するためにはどのような機材が必要なのか、またどの避難経路が最も安全な 

のかを一緒に考えていただく取り組みとして開催しました。 

内容は、車いす利用者が上り坂等を安全に避難するための牽引ロープを実際に使用しな 

がら、地域の指定避難所まで移動を行い、経路の確認と併せて危険個所などの調査も行い 

ました。 

 

      〇コミュニティセンター宮西（あすか併設）の無料開放 2014年 5月～ 

       「コミュニティセンター宮西」は、地域貢献の一環として 2014年 5月より、地域に無料で開放

しており、地元の自治会様をはじめ、地域住民の各種サークル活動や会議、地域の福祉団

体の活動など様々な用途でご利用頂きました。 

        

 ★2017年度 コミュニティセンター宮西 延べ利用者数  3,896人 

 

 

 

(１１)   ジョイジョイワークたかにし開設２０周年式典開催 

2017年 8月で、ジョイジョイワークたかにしは開設 20周年を迎えました。この節目を迎えるに

あたり、2017年 7月 22日に福山ニューキャッスルホテルのおいて、開設２０周年記念式典を

開催しました。 

式典では、法人の歩みのＤＶＤ上映や利用者による下駄踊り等のステージ発表を行いました。 

また、ご来賓の皆様からのお祝辞や祝電なども頂きました。 

当日は150人近い方にご出席いただき、ご出席者の皆様から利用者や職員にお祝いのお言

葉をたくさんかけていただき、関係者一同たくさんの勇気をいただき、新たな未来に向かって

スタートをきることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(１２)   職場内研修の実施状況 

     

新採用職員研修 

日時：2017年 4月 18日（火）17：00～ 

場所：ジョイジョイワークたかにし 

内容：テーマ 社会福祉法人虹の会「ジョイジョイワーク」の活動と願い 

 

 

    第 1回 法人職場内研修 

日時：2017年 5月 9日（火）17：00～ 

場所：ジョイジョイワークたかにし 

内容：テーマ 障害者総合支援法の概要と将来展望・キャリアアップについて 

 

日時：2017年 5月 11日（木）10：00～ 

場所：ジョイジョイワークあすか 

内容：テーマ 障害者総合支援法の概要と将来展望・キャリアアップについて 

 

 

第 2回 法人職場内研修 

日時：2017年 10月 18日（水）10：00～ 

場所：ジョイジョイワークなないろ 

内容：テーマ 障害者総合支援法と社会福祉法人虹の会が運営する事業について学ぶ 

 

日時：2017年 10月 19日（木）17：00～ 

場所：ジョイジョイワークたかにし 

内容：テーマ 障害者総合支援法と社会福祉法人虹の会が運営する事業について学ぶ 

 

 

第 3回 法人職場内研修 

日時：2018年 2月 8日（木）10：30～ 

場所：ジョイジョイワークあすか 

内容：テーマ 諸制度と当法人の事業内容について 

 

日時：2018年 2月 9日（金）14：30～ 

場所：ジョイジョイワークたかにし 

内容：テーマ 諸制度と当法人の事業内容について 

 


