
2016年度（平成 28年度） にこにこ福祉会 

法人事業報告（案） 

 

平成 9年に法人を設立し、20周年を迎えるにあたり役員・関係者の皆さんのお力添えを

いただき式典を挙行することができました。 

大変多くの方にご臨席を賜り改めて皆様方の暖かいご支援を感じたひと時となりまし

た。 

一方、私たちを取り巻く環境は日々変わってきております。社会福祉法人の制度に梃入

れがされ定款の大幅な変更がありました。公益性・非営利性を確保する観点から制度を

見直し国民に対する説明責任を果たし地域に貢献することを国が打ち出し私たち法人

の組織体制も一新することとなりました。 

事業においては、自閉症、特に行動障害を抱えた方が地域の中で生活を行える居住施設

の開設をしました。特徴としては自分の生活に見通しを持てる環境を提供しております。

定員数は 5名と少なくまだまだこの居住施設を必要とされる方がいる中ですが、その第

一歩を踏み出せました。 

このように本年は様々な出来事がありました。 

障害当事者が本当に満足できる人生をこれからも支え続けていくそんな法人であり

たいと願っております。 

 

 

１ 理事会について 

 日  時 議  題 

第 1回 

平成 28年 5月 27日 

10時 30分～ 

12時 00分 

・平成 27年度事業報告 各事業 

・平成 27年度決算報告 各事業 

・職員人事について 

・第 1次補正予算について 

・諸規程改訂について 

・グループホーム建設について 

・運営規程改訂について 

・法人設立 20周年記念式典について 

・理事長専決事項の報告 

第 2回 

平成 28年 7月 6日 

9時 30分～ 

10時 00分 

・グループホーム建設請負契約について 

・共同生活ほいーる運営規程の改訂について 

・法人設立 20周年記念式典について 

・理事長専決事項の報告について 

第 3回 

平成 28年 11月 26日 

9時 30分～   

10時 00分 

・グループホームについて 

・グループホーム建設費支払いのためのつなぎ資金に 

ついて(案) 

・共同生活ほいーる第２次補正予算について 



・社会福祉法人制度改革について 

・にこにこ会、事業について 

・理事長専決事項の報告について 

第 4回 

平成 29年 1月 27日 

9時 35分～   

10時 08分 

・定款変更について 

・評議員選任・解任委員会運営細則について 

・評議員選任・解任委員の選任候補者について 

・評議員の退任について 

・評議員候補者の推薦について 

・放課後等デイサービス事業計画・予算について 

・放課後等デイサービス運営規程について 

第 5回 

平成 29年 3月 24日 

10時 30分～ 

11時 00分 

・各事業会計補正予算について 

・平成 29年度事業計画について 各事業 

・平成 29年度予算について 各事業 

・運営規程の変更について 各事業 

・評議員会運営規程について 

・理事会運営規程及び理事長専決規則について 

・役員報酬規程及び委員会報酬規程について 

・各種規程の変更について 

・定款変更について 

・管理者の選任について 

・報告事項 

 

本年、理事会を 5回の開催いたしました。共同生活ほいーるの新規グループホーム居

住施設開設のため審議等にご尽力をいただきました。 

平成 29 年施行に向けた社会福祉法人改革においては組織体制の大幅な見直しが求め

られそれに伴い、定款の変更、評議員選任解任委員会の創設等新たな整備も必要となり

ました。 

 

２ 評議員会の開催 

 日  時 議  題 

第 1回 

平成 28年 5月 27日 

9時 00分～ 

10時 30分 

・平成 27年度事業報告 各事業 

・平成 27年度決算報告 各事業 

・職員人事について 

・第 1次補正予算について 

・諸規程改訂について 

・グループホーム建設について 

・運営規程改訂について 

・法人設立 20周年記念式典について 

・理事長専決事項の報告 



第 2回 

平成 28年 7月 6日 

9時 00分～ 

9時 30分 

・グループホーム建設請負契約について 

・共同生活ほいーる運営規程の改訂について 

・法人設立 20周年記念式典について 

・理事長専決事項の報告について 

第 3回 

平成 28年 11月 26日 

9時 00分～ 

9時 30分 

・グループホームについて 

・グループホーム建設費支払いのためのつなぎ資金に 

ついて 

・共同生活ほいーる第２次補正予算について 

・社会福祉法人制度改革について 

・にこにこ会、事業について 

・理事長専決事項の報告について 

第 4回 

平成 29年 1月 27日 

9時 00分～   

9時 30分 

・定款変更について 

・評議員選任・解任委員会運営細則について 

・理事の退任について 

・理事の選任について 

・放課後等デイサービス事業計画・予算について 

・放課後等デイサービス運営規程について 

第 5回 

平成 29年 3月 24日 

9時 00分～ 

10時 30分 

・各事業会計補正予算について 

・平成 29年度事業計画について 各事業 

・平成 29年度予算について 各事業 

・経理規程の変更について 

・運営規程の変更について 各事業 

・評議員会運営規程について 

・理事会運営規程及び理事長専決規則について 

・役員報酬規程及び委員会報酬規程について 

・各種規程の変更について 

・定款変更について 

・管理者の選任について 

・報告事項 

本年、評議員会を 5回開催いたしました。理事会同様に社会福祉法人制度改革に対応

すべき法制度整えてまいりました。 

 評議員会は諮問機関との位置づけではありますが、グループホーム新規居住施設開設

への取り組み、新規事業放課後等デイサービス事業てご開設に向け慎重な議論を積み重

ねてまいりました。 

 

３ 評議員選任・解任委員会の開催 

 日時 平成 29年 3月 2日  

 議題 評議員の選任について 

  社会福祉法人制度改革のため評議員を選任するための新たな組織を創設しており 

ます。法人外からの委員として福山市社会福祉協議会、堀田様に委嘱して林誠監事、 

法人事務局職員の 3名で平成 29年 4月からの評議員を選任していただきました。 



３ 法人の取り組みについて 

(1)社会福祉法人にこにこ福祉会法人設立 20周年記念式典 

 日時 2016年（平成 28年）10月 10日（月・祝） 

 場所 ニューキャッスルホテル福山  

 参加者数 216名 来賓・関係者・利用者・保護者等 

出席役員 理事 5名 評議員７名 監事 2名 

  

(2)共同生活ほいーる新居住地施設開設（以下、さざん荘という） 

・さざん荘、新築建設工事請負にかかる入札 

  日時  2016年 7月 21日 

  立会人 瀬良理事長 髙橋孝一理事 門田理事 山田拓志評議員  

濱澄子評議員 髙橋正倫監事 松岡理事 

  落札業者 （株）誠和建設 

・さざん荘、新築工事請負契約の締結  日時 2016年 8月 1日 

 さざん荘、地鎮祭  日時 2016年 8月 2日  

   参加理事監事 6名 評議員 5名           

 さざん荘完成引渡  2016年 11月 29日 

 事業開始      2016年 12月 1日 

 

 (3) 定款の変更について 

  ①改訂の内容  社会福祉法人制度改革に伴う改訂 

     平成 29年 2月 15日付 

 ②改訂の内容  新事業（てご）開設に伴う目的の項目追加 

    平成 29年 4月 1日付 

 

(4) 監事監査の実施 

  日時 ：平成 28年 5月 24日 9：30～  

場所 ：にこにこ会 2階会議室 

  出席監事：髙橋正倫監事 林誠監事 

 

 (5)社会福祉法人実地指導監査 

  監査対象 にこにこ会 

日  時 平成 28年 10月 4日(火)9：30～ 

  場  所 にこにこ会 2階会議室 

  監査吏員 福祉部障がい福祉課 3名 

立会者  瀬良理事長 事務局員 1名 

監査結果 口頭指摘 2件  改善済 

   

監査対象 法人 

日  時 平成 28年 10月 4日(火)13：00～ 

  場  所 にこにこ会 2階会議室 

  監査吏員 福祉総務課 3名 



立会者  瀬良理事長 事務局員 2名 

監査結果 口頭指摘 6件  改善済 

 

監査対象 共同生活ほいーる 

日  時 平成 28年 10月 5日(水)9：30～ 

  場  所 にこにこ会 2階会議室 

  監査吏員 福祉部障がい福祉課 3名 

立会者  瀬良理事長 事務局員 2名 

監査結果 口頭指摘 3件  改善済 

   

監査対象 相談支援センターつ・き・か 

日  時 平成 28年 10月 5日(水)13：00～ 

  場  所 にこにこ会 2階会議室 

  監査吏員 福祉総務課 3名 

立会者  瀬良理事長 事務局員 1名 

監査結果 指摘事項なし 

 

(5)法人役員研修会について 

  法人研修・・・・ 

日 時 平成 28年 9月 15日(木)13：30～15：00 

  場 所 広島市広島国際会議場 

  参加者 瀬良志郎評議員 

内 容 社会福祉法人役員研修 

 

４ 事業について 

 (1)実施事業について 

事業所名 実施事業 定員 備考 

にこにこ会 
就労継続支援Ａ型 14名  

就労移行支援 6名  

にこてらす 
就労継続支援Ｂ型 10名  

生活介護 10名  

共同生活ほいーる 共同生活援助 27名  

相談支援センターつ・き・か 計画相談事業 ―  

 にこにこ会 就労移行支援事業 平成 29年 3月 31日付 休止  

 

(2)職員の状況  平成 29年 3月 31日現在 （平成 27年度＝以下、H27 年という） 

ア 職員数   合計 55名 

内訳  ◎常勤職員 19名 （男 10名  女性 9名）平均年齢 42.71歳 

Ｈ27年  常勤職員 17名  （男 11名  女 6名）   平均年齢 41.53歳                  

          ◎非常勤  34名 （男 4名   女性 30名）平均年齢 59.18歳 

      Ｈ27年  非常勤職員 34名 （男 3名  女 31名）   平均年齢 55.58歳 



 

職員数は平成 29年 3月末日において法人全体で 55名となりました。共同生活ほ 

いーるの規模拡大に伴い職員数（ほいーる世話人Ｈ27年 20年→23人）が増えて 

います。Ｈ27年から職員数は 4名の増員となりました。 

全職員の平均年齢はＨ27年の 51.96歳から 52.8歳となっています。年々、職員 

の高齢化が進んでおります。 

  イ 職員の処遇について 

 職員の処遇を改善するため以下のとおり実施しました。 

   ①処遇改善手当ての実施 

    ※職員の賃金改善のため、福祉・介護職員処遇改善加算を原資として 

     対象職員に手当てを支給しました。 

     処遇改善手当  総額 6,512,770円 

  a，一人あたり平均支給月額 

・常勤職員     21,000 円 

  ・有期限職員   7,200円 

  （3）職員の質の向上 

    ①職員のキャリアに応じた研修体系の明確化を実施。 

    ②研修の受講 外部研修への参加 各事業にて参加を行う。 

    ③法人内研修の開催 

     ・法人内にて勉強会の実施 

月に 1回開催して年間 10回の会議を行った。参加職員は各事業所より 1 

名以上参加して本年度はアセスメントに重点をおいて見識を深めました。 

     ・法人内事業所体験の実施  

職員が多くなり他事業所の状況を知る機会が少なくなっているため、1週 

間を目途に法人内他事業所の実習を行った。延べ 6回を実施した。 

実習を体験した職員からは他事業の様子が理解でき連携を深めることが 

できるとの意見がありました。 

     ④虐待防止及び人権意識を高めるため部会の実施 

全国社協等が推奨しているアンケートを使い、虐待の有無や人権意識の向 

上のため、調査を行う。虐待が行われている回答はないが相手に配慮した 

促しや言葉がけが欠けている等の回答がありました。それらの回答をもと 

に部会にて人権意識を高めることを目的に会議を行いました。 

     ⑤情報の共有化 

      毎月末に常勤職員を対象に職員会議を実施しました。法人内の事業所の動 

向を共有することとあわせ上記③④での検討事項の報告することで職員 

の共通課題としました。 

 

５ その他 

(1)寄付金に関する事項  

  本年度、140件金額は 13,193,182 円の浄財をいただきました。 

  本年度は法人設立 20周年記念式典を行っておりますので件数が大きく増えており 

ます。 


