
１．

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災（本法人の場合は東京電力福島第一原子力発電所

の事故）に伴い、翌３月１２日より第一次避難所（三春町のさくら湖自然観察ステーション）へ避難し、

更に、同年４月１５日より第二次避難所（群馬県高崎市の国立のぞみの園）への避難を余儀なくされ、

引き続き避難所での事業運営となった。

先行きが全く不透明な中であったが、「法人福島帰還各事業所新設ロードマップ」 （平成２４年８月

３０日開催の法人第２回評議員会及び同第２回理事会に議案上程承認） に基づき、言わば本法人仮

の事業運営から本法人本来の事業運営を取り戻し、良質な利用者サービスの提供を目指して、早期

な本法人福島帰還の準備を進めた。

併せて、長期化している避難生活についても、群馬県高崎市においての生活だからできることを生

かして、現在の生活も大事にした安定的な事業運営に努めた。

尚、避難所での本法人事業運営のため、平成２２年度に策定した本法人第３次将来像計画 （平成

２３年度から平成２７年度までの５ヶ年間） は、念頭に置きつつも中断の状態であった。

  (1) 平成２３年３月１１日より、本法人の４事業所（光洋愛成園、ワークセンターさくら、リジョイスと

みおか、サポートセンターゆうあい）から６７名の利用者が本法人の本部である光洋愛成園に

撤収し、翌３月１２日より同年４月１５日まで第一次避難所となった三春町のさくら湖自然観察

ステーションで避難生活を送る。

  (2) 平成２３年４月１５日より、第二次避難所となった群馬県高崎市の国立のぞみの園に、本法人

の４事業所から６７名の利用者が、定員２５名の施設３棟を借用して避難生活し事業運営を行

っている。

尚、一昨年度の利用者数は、２名増えて（３名入所、１名退所）６９名であったが、昨年度の利

用者数は、１名減って（１名入所、２名退所）６８名であった。今年度の利用者数は、１名減って

（１名退所）６７名であった。

  (3) 通所施設（ワークセンターさくら、リジョイスとみおか）で行っていた就労継続支援事業Ｂ型及び

生活介護事業について、昨年度より国立のぞみの園から富士会館を借用できたことで職住分

離の支援体制を確保し続けることができ、事業運営（加工味噌製造作業、内職作業等）につい

ても順調に推移した。

  (4) 地域生活支援事業を続けるため、昨年度より国立のぞみの園から富士会館及び職員独身寮

を借用して事業運営（グループホーム、ケアホーム）を始め、今年度については、一人外出等

の機会を取り入れて生活に幅を持たせるように努めた。

  (5) 「法人福島帰還各事業所新設ロードマップ」（平成２４年８月３０日開催の法人第２回評議員会

及び同第２回理事会に議案上程承認）に基づいて、早期帰還のための準備を進め、平成２７

年度中の帰還に努めた。

  (6) 施設入所支援（光洋愛成園）の生活介護事業で行っていた桜染め作業について、本事業を続

けるため、昨年度より国立のぞみの園からえくぼ（寮の一部）を借用して事業運営を始め、今

年度については、百貨店等で開催された 「絹の里群馬」 の催し会に積極的に出品し、本法人

及び本事業所を発信して製品の販路開拓にも努めた。
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 独立行政法人福祉医療機構からの借入金（案）について

 第２２号  社会福祉法人友愛会平成２６年度当初予算（案）について

 第１９号

 第２１号

 ついて

 社会福祉法人友愛会平成２６年度事業計画（案）について

 第２０号

 社会福祉法人友愛会平成２５年度一般会計第３次収支補正予算（案）について

 第１７号

 第１５号

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地の借用契約について

 　（グループホーム用地の一部）

 社会福祉法人友愛会給与規程の一部改正（案）について

 社会福祉法人友愛会再雇用規程の一部改正（案）について

 社会福祉法人友愛会管理規程の一部改正（案）について

 第１６号  社会福祉法人友愛会経理規程の改廃（案）について

 第１８号

 第１０号

第　４回  社会福祉法人友愛会理事及び監事の選任について　　３月１５日 （土）

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地の取得について

 　（サポートセンターゆうあい及びグループホーム用地の一部）

 第１３号

ついて

　　１月１０日 （金）

回数 開催月日 議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案

 第　６号

 第　７号

　１０月　９日 （水）

　　５月１０日 （金）

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

 法人監事による監査

(2)評議員会 ４回開催し、議案２２件審議する。

　　（理事長、事務局長出席）

法人本部会議

(1)会議 １１回開催し、議案８１件協議する。

開催月日

理事会、評議員会、監事監査の開催

(1)監事監査

 第　３号

 第　９号

 第　１号  社会福祉法人友愛会平成２４年度事業報告について

 第　２号  社会福祉法人友愛会平成２４年度一般会計決算報告について

　　５月２０日 （月）

第　２回

第　１回

 第　５号

 第１２号

 第　４号  東京電力賠償（建物・備品）提示額について

 第　８号

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地の取得について

第　３回

 第１４号

 第１１号

 社会福祉法人友愛会平成２４年度就労支援会計決算報告について

 社会福祉法人友愛会事業所新設に伴う要望書（内容変更）について

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地大規模開発に伴う業者の選定について

 社会福祉法人友愛会平成２５年度一般会計第１次収支補正予算（案）について

 社会福祉法人友愛会平成２５年度一般会計第２次収支補正予算（案）について

 社会福祉法人友愛会平成２５年度就労支援会計第１次収支補正予算（案）に

 社会福祉法人友愛会平成２５年度就労支援会計第２次収支補正予算（案）に
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 第２０号  独立行政法人福祉医療機構からの借入金（案）について

 社会福祉法人友愛会再雇用規程の一部改正（案）について

第　５回

 第１５号

 第２３号

 第２２号

 第２４号

 ついて

 第２１号  社会福祉法人友愛会平成２６年度事業計画（案）について

 第　３号

(3)理事会 ５回開催し、議案２４件審議する。

回数 開催月日

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地の取得について

 　（サポートセンターゆうあい及びグループホーム用地の一部）

 社会福祉法人友愛会平成２６年度当初予算（案）について

 社会福祉法人友愛会理事長の選任について

 第１０号

 第１９号

 第１３号

　　　　　　６ （水）

　　２．

　　１１

 ついて

出張及び研修

月

 その他

第　１回

苦情解決機関第三者委員会

ゆうあいの発行（広報誌）

当法人の事業内容を広く多くの方にご理解を頂くため、年２回発行（４月、１０月）した。

回数 開催月日 協　　　　　　　議　　　　　　　事　　　　　　　項

　　３月２８日 （金） 　　１． 平成２５年度前期・後期の苦情受付及び苦情処理について

 　（グループホーム用地の一部）

 社会福祉法人友愛会平成２５年度一般会計第３次収支補正予算（案）について

    テーマ 「人権について」

       講師：国立のぞみの園　研究部部長 志賀利一氏

 （友愛会職員２６名）

日 （曜日） 出　張　者　名 研　　　　　　修　　　　　　内　　　　　　容

第　４回

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地の借用契約について 第１７号

 第１４号  社会福祉法人友愛会給与規程の一部改正（案）について

 第１６号  社会福祉法人友愛会経理規程の改廃（案）について

 第　２号

 社会福祉法人友愛会平成２４年度事業報告について第　１回

 第　５号

 東京電力賠償（建物・備品）提示額について 第　４号

 第　１号

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地の取得について

第　２回

 社会福祉法人友愛会平成２４年度一般会計決算報告について

 第　７号

　　１月１０日 （金）

 第　８号

 第　６号

　１０月　９日 （水）

議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案

　　５月２０日 （月）

第　３回  第　９号

　　３月１６日 （日）

 社会福祉法人友愛会管理規程の一部改正（案）について

 社会福祉法人友愛会評議員の選任について

 第１１号

 友愛会人権・倫理委員会研修会

 第１８号

 社会福祉法人友愛会平成２５年度就労支援会計第１次収支補正予算（案）に

 社会福祉法人友愛会理事長職務代理者の選任について

　　３月１５日 （土）

 社会福祉法人友愛会平成２５年度就労支援会計第２次収支補正予算（案）に

 社会福祉法人友愛会平成２４年度就労支援会計決算報告について

 社会福祉法人友愛会事業所新設に伴う要望書（内容変更）について

 社会福祉法人友愛会事業所新設用地大規模開発に伴う業者の選定について

 社会福祉法人友愛会平成２５年度一般会計第１次収支補正予算（案）について

 社会福祉法人友愛会平成２５年度一般会計第２次収支補正予算（案）について

 第１２号



７．

　　　　　１６ （日）

 第４回法人評議員会

 第４回法人理事会

　　　　　２８ （金）  苦情解決第三者委員会（前期・後期）

　　　２

　　　　　１５ （土）

 第５回法人理事会

　　　　 　〃

　　　　 　〃  第３回法人理事会

　　　　　　９ （水）  第２回法人評議員会

 友愛会保護者懇談会

 友愛会職員辞令交付式

　　　　　３１ （木）  法人広報誌「ゆうあい第２６号」発行

 第５回法人本部会議

　　サポートセンターゆうあいに車両（トヨタシエンタ・車椅子仕様）納車

　　　４

　　１０ 　　　　　　５ （土）

 　　（人事異動及び定期昇給辞令職員２３名、職務辞令職員８名）

 第６回法人本部会議

　　　７ 　　　　　１１ （木）

月 日 （曜日）

　　　　　　１ （月）

事業内容（時系列）

 法人監事監査

 第１回法人評議員会

　　　　　１１ （木）

　　１１ 　　　　　１２ （火）  第７回法人本部会議

　　　８

　　　６ 　　　　　１３ （木）  第３回法人本部会議

 第１回法人本部会議

　　　５

 社会福祉法人読売光と愛の事業団より

　　　　　２０ （月）

　　　　　　８ （木）

　　　　　２６ （木）

　　　　　　９ （木）  第２回法人本部会議

　　　　　　９ （木）

　　　　　　６ （木）

　　　　　１３ （木）

 第１０回法人本部会議

　　１２

 第１１回法人本部会議

 第３回法人評議員会

　「東日本大震災に関する社会福祉功労表彰」

　　　　　　６ （木）  福島県保健福祉部「監査及び実地指導」（友愛会、光洋愛成園）

 法人広報誌「ゆうあい第２５号」発行

　　　　　１２ （木）

　　　　 　〃

　　　　 　〃

 第９回法人本部会議

　　　９

 第２回法人理事会

　　　１

　　　　　１２ （木）  第８回法人本部会議

　　　３ 　　　　　　５ （水）  福島県社会福祉協議会

　　　　　１０ （金）

　　　　　１０ （金）

 第１回法人理事会

 第４回法人本部会議

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容


